
「新しい伊賀市総合計画基本構想中間案」への意見について 
 

 

 

資料：２ 

１ 市民意見募集（パブリックコメント）の実施概要（資料Ｐ１～15） 

（１）意見募集期間 

９月１９日（木）から１０月１８日（金） 

（２）公開方法 

・企画課窓口、各支所振興課窓口、各地区市民センターで閲覧 

・市ホームページに全文掲載（PDF ダウンロード） 

・広報いが市（９月１５日号）にて募集情報提供 

・ケーブルテレビにて募集情報提供 

・市民意見交換会 

（３）意見募集の結果 

①意見提出者数及び意見の件数 

意見提出者数 意見の件数 

４６人 ９６件 

②意見の提出方法 

提出方法 人数 

持参（含会場提出） ２７人 

郵 便  ２人 

E メ ー ル  ６人 

フ ァ ッ ク ス １１人 

 

２ 市民意見交換会の実施概要（資料Ｐ16～34） 

（１）期間・回数  

９月２５日～１０月１８日の間、 

市内１１箇所で開催。 

    （上野６箇所＋各支所管内１箇所ずつ５箇所 

＝計１１箇所） 

（２）参加者数  延べ６５３人 

（３）質疑応答   

意見等の件数 

１３４件 

 

３ 議会意見（資料Ｐ35～42） 

意見等の件数 

５３件 

 

 

「新しい伊賀市総合計画基本構想中間案」についてのパブリックコメントの募集及び市民意見交換会を行った結果、次のような結果

でした。 



総合計画基本構想中間案
パブリックコメント一覧

NO 意見・提案 左記意見に対する回答 計画への反映

1

基本構想中間案にあります「構成イメージ」など、非常に解りにくいので、私なりの構成イメージを作
成しようかと思いましたが、時間の都合上、文章のみで述べさせて頂きます。
まず、第一次再生計画として３ヶ年、第二次再生計画として４ヵ年、そして、それらの重点プロジェク
トとして『医療・地域福祉の連携』、『観光・農林業の連携』とありますが、はっきり言って、第一次再
生計画期間は、『観光』に本腰を入れる期間には思えません。　なぜなら、これまでの市長政権で、
あらゆることが散々散らかっているのに、観光客など来てもらえるような状況ではないように思いま
す。まず、市民一人一人が、自分たちの町を誇りに思えるようになってからだと思います。家が散ら
かっているのに、お客さんを呼んでいる場合ではないと思います。

「観光」は外向きの施策ではなく、市の諸課題を解決す
るにあたって、「観光」に重点的に取り組むことが、他分
野への効果が得られるものと考え、位置づけていま
す。

2

基本・実施計画途中で再生計画が3年間、4年間とされるが、参考資料３の重点プロジェクト以外は
現在のままとなるのか。

重点プロジェクトは、基本構想を受けて策定する「（仮
称）再生計画」に記載する各施策のうち、特に重点的に
取り組むものをプロジェクトとして掲げています。
また、重点プロジェクト以外の施策は、後期基本計画
の実行度等を検証しながら、さらに市政再生の視点で
見直した各施策を（仮称）再生計画で位置づけます。

3

分野別計画（例：地域福祉計画等）も新しい伊賀市総合計画に基づいて、改定されるとの辻上副市
長からの回答がありました。
（意見）
前市長時に、伊賀市グランドデザイン、分野別計画について地域での説明・意見交換をし、完成ま
で数年を費やしました。新たな総合計画を一から策定するとなると、相当な年月が必要ではと懸念
しています。
新市長の「市政方針」と異なる項目だけを、改定するにとどめ、市長、行政職員は総合計画＋分野
別計画を、どのように実施するかその方法と実行に注力して頂きたい。
特に実施工程表を分野別に策定し、ＰＤＣＡサイクルを実践し、成果が市民に目に見える様にして
欲しい。また、計画書は、分野別に分厚いものにせず、要点を可能な限り簡潔にまとめたものにし
て頂きたい。
他市の中に、非常に判り易く１冊にまとめた市もあり、参考にされてはいかがでしょうか。
安倍新政権で、デフレ脱却からのさまざまな施策が考えられており、伊賀市からどしどし伊賀市産
業活性化（地域活性化）についての、他の市に先んじて提案を上げて財政的な支援を勝ち取ること
を期待します。

計画のとりまとめに関するご意見として承ります。

4

市町村合併をした市に研修に行くと、合併後すぐに公共交通計画を策定し、公共交通網＋地域交
通の仕組みをつくり、実施しています。伊賀市は合併後、未だに明確な公共交通計画すら市民に示
していない。地域は高齢化が進む中、移動制約者の対応に苦慮しています。
この事をとっても、作文だけの総合計画ではなく、早期実現可能な実施計画と実行が市民にとり最
も関心の高い、最も重要なことです。

計画のとりまとめに関するご意見として承ります。

1



総合計画基本構想中間案
パブリックコメント一覧

NO 意見・提案 左記意見に対する回答 計画への反映

5

「地域をつくる市民の力」にある「共同作業の習慣」とは、具体的にどのようなことで、なぜ、行政へ
の負担が増しているのかが理解できません。非常に抽象的です。記載される意図は何なのでしょう
か。

「共同作業の習慣」とは、例えば地域の草刈や清掃な
どの出合い作業などが、農村集落で主体的に取り組ま
れてることです。しかし、地域によっては高齢化や人手
不足、多様な価値観などにより、取り組み薄れ、結果、
地域の環境整備が行政に任されるようになってきたと
いう背景があります。今後、共同体の活動が減れば減
るほど、行政への負担が増すという構図になっていま
す。

6

市内にはたくさんのＮＰＯ法人やＮＰＯ・ボランティア団体が活動をしています。
それぞれが創意工夫をして、知恵を出し合って、みんなが暮らしやすくなるように地域の活性化の
ために貢献をしています。
ここで、あえて、環境保全や多文化共生が「特徴的なＮＰＯ」として挙げられているのはなぜですか。
記載される意図は何なのでしょうか。

ご意見をいただきましたように、各NPOが主体的にご活
動いただいていますので、誤解を招く表現でもあります
ことから、「特徴的な」を削除します。

【反映】

7

まちづくりの基本（伊賀市のめざす方向）が分かりやすく平易な言葉で簡潔にまとめられており、良
く理解できた。当然のことであるが各説明員の言葉使い（市民本位の心遣い）が洗練されて来てお
り、苦痛がなく違和感なく聞くことが出来て大変嬉しく感じた。
だが、私達市民は行政及び行政を取り巻く知識については、テレビ、新聞で知らされる情報の方が
客観的で詳しく、信憑性が感じられ、市や県から配られる印刷物には残念ながら余り興味を持ちま
せん。市民個人個人が努力する面、地域の各委員が行動する面、市職員が市民のために給料に
見合った働きをする面が具体的に基本計画の方向に精一杯真面目に向っているか、一つでも二つ
でも肌で感じ合うものがあれば良いのではないかと考えます。

再生計画の「情報共有と市民参加」において、市民の
皆様との情報共有を進め、市民の皆様や各種団体等
と共に築く、まちづくりを進めて参ります。

8

基本政策を展開するキーコンセプト、即ち３つの円の交わるところに入るべきコンセプトが書き込ま
れていないのは大きな弱点と思います。
私は３つの円の交わるところに「交流と多様性」と書き込むことを提案します。このキーコンセプトか
ら見て、安全・安心政策、活力創出政策、人・地域づくり政策はどういう立て方、どういう内容にすべ
きか、と考える方向性が重要になると思います。私の感じるところでは、人々がまちづくりに参画し
づらいのは、勇気がないからでも、覚悟がないからでもなく、交流とそれがもたらす多様性、多層性
が豊かさとエネルギーの源泉であることを自覚、納得できないからだということです。事例を重ね
て、交流と多様性への（再）認識を広めていってほしいです。

「まちづくりの基本政策」の前提として、８ページの「まち
づくりの基本理念」において、「交流と連携」及び「個性
が生きた自治」を掲げており、ご指摘の内容が含まれ
ていると考えます。
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総合計画基本構想中間案
パブリックコメント一覧

NO 意見・提案 左記意見に対する回答 計画への反映

9

教育です。中間案では、教育は「人・地域づくり」のカテゴリーの一要素として記載があるに過ぎま
せんが、教育こそ、長い目で見た場合、伊賀市の将来を形作るものであり、他の施策と同列に考え
るべきものではないと思います。もっと中長期的で、かつ根源的な位置づけであるべきだと思いま
す。
したがって、位置づけとしては、「安心・安全」、「活力」、「人・地域づくり」の３つのカテゴリーにある
他の分野の上位に位置づける必要があると思います。

ご指摘のように「人・地域づくり」は、「安全・安心」や「活
力」にかかわるものです。
しかし、この計画においては、市としての取組方向を整
理するにあたり、３つの「基本政策」を打ち出し、そこか
ら、「政策」－「施策」－「事業」と展開、具体化していくこ
とを考えています。

10

企業誘致。伊賀市では工業団地も有りますので、企業誘致をもっと推し進めるべきだと思います。
国有林も沢山有ると思われますので、市の土地を確保してぜひ企業誘致してください。

「まちづくりの基本政策」において、若者の雇用や定住
につながる企業立地の促進などを盛り込みます。

【反映】

11

若年者に就労の機会が多く与えられ、定住できることで町の発展を計ってほしい。そのために何を
するかになります。

「まちづくりの基本政策」において、若者の雇用や定住
につながる企業立地の促進、産業の活性化などを盛り
込みます。

【反映】

12

地元出身の優秀な人材が、地元に残り働きたくなるよう魅力ある企業の本社機構、中枢機構を幾
つか誘致する施策をとり入れていただきたい。

「まちづくりの基本政策」において、若者の雇用や定住
につながる企業立地の促進、産業の活性化などを盛り
込みます。

【反映】

13

計画の前提が現在の市民を想定しているので、身の丈にあった○○等の文言が見受けられます
が、今後、若い方が伊賀市に移住してもらいやすくする方策が一切見えません。他市の定住率を見
てもわかるように、若い方は結婚して子供を産んで、安心して暮らせる地域があるのならば、簡単
に移住する時代です。
是非、伊賀在住の各分野の若い担い手への政策だけでなく、他市から移住してくる若い担い手も各
分野を盛り上げて頂ける若い担い手と考えて頂き、伊賀市で暮らせば、仕事があって結婚をして子
供を産んで、安心して子育てが出来る環境作りの部分をしっかりと計画して頂きたいと思います。

「まちづくりの基本政策」において、若者の雇用や定住
につながる企業立地の促進、産業の活性化などを盛り
込みます。

なお、安心して子どもを産み、育てられる環境づくりに
ついては、基本政策１の「安全・安心」に謳っておりま
す。

【一部反映】

14

現状の伊賀市の有効求人倍率では、若い人が増えるどころか、現在伊賀で暮らしている若者も他
市へ移住してしまいます。伊賀市の有効求人倍率を上げるべく、雇用需要創出の為の企業誘致の
優先順位を上げて頂き、観光政策と企業誘致政策の両輪でしっかりとした質の高い雇用の需要率
を上げて頂きたいと思います。

「まちづくりの基本政策」において、若者の雇用や定住
につながる企業立地の促進、産業の活性化などを盛り
込みます。

【反映】

15

提案の「地域社会の危機」は同感です。人口減も仕方ありませんが、税収の増を図ってほしい。税
収増のためには、観光、農林だけでは無理、新しい産業－地域に合致した産業を育成してほしい。
産業が興れば人口も増えます。新しくなくてもこれまでの地場産業を新しい感覚で育てることです。
旧市町村にはそれぞれ芽があります。そのために人材の育成とやる気のある人発掘支援が必要で
す。

「まちづくりの基本政策」において、若者の雇用や定住
につながる企業立地の促進、産業の活性化などを盛り
込みます。

【反映】
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総合計画基本構想中間案
パブリックコメント一覧

NO 意見・提案 左記意見に対する回答 計画への反映

16

少子高齢化・人口減少社会の中で、活力ある伊賀市を実現するためには、持つ資源を最大限活用
することが必要である。そのため次の事項についてご検討願いたい。
〔人材〕伊賀市で育った人材が、地元で働き生活できる雇用の場の創出が何よりも必要であり、先
端技術や独自技術を持つ企業群と職業教育を行う地元教育機関が連携し、人材の育成と企業の
育成を進める仕組み（伊賀市の成長戦略）を構築する。

「まちづくりの基本政策」において、若者の雇用や定住
につながる企業立地の促進、産業の活性化などを盛り
込みます。

【反映】

17

本当に人は大切です。地域の「人」、「職員」も人です。又、政策の中に、人づくりの具体策は無いと
思いますが。

再生計画の関係分野において、人づくりの施策を謳い
ます。

18

「人・地域づくり」～未来のまちづくりを担う「人づくり・まちづくり」を進めます～
〔「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
●生涯にわたって学びの機会が持てるまちづくり
●文化活動やスポーツ活動が活発なまちづくり
●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
私は上記のまちづくりの観点はとても大切なことだと思います。そのまちづくりを将来に向けて根強
くすすめていくために、地域の住民の身近なところに、幼児から高齢者まで知識や文化を求めて憩
える図書館が必要だと思っています。
教育委員会が出しておられる「伊賀市子ども読書活動推進計画」の基本的な考え方の（１）子ども
の生涯にわたる学習活動の基礎となるものでもあります。このように子どもの人間形成に大きな影
響を与える読書活動を子どもの生活に浸透定着させていくためには、あらゆる機会と場所におい
て、自由に本を選ぶことができ、読書を楽しむことができる環境を子どもの身近なところに整えてい
くことが必要です。」と書かれています。
いがまちには、小さな公民館図書室はあっても、蔵書数、閲覧コーナー、司書がいない等、とても不
十分です。上野には２０万冊の蔵書と広いスペースの図書館があります。私たちいがまちにも、４万
冊ぐらいの蔵書がある図書館をぜひ建設してほしいと願っています。文化の香り豊かな伊賀市、将
来の社会を支える子どもたちも育てるためにもぜひご一考下さい。

事業実施における参考意見として承ります。

19

中山間は過疎化が進み、空き家、荒れ地が増えている。いわゆる線引きがあり、住宅が建てられな
い。傾斜地にある田を行政からの勧めで今頃、圃場整備にかかろうとしている。ＴＰＰ等で大規模農
業の方向にあるが、傾斜地にある山間地こそ水田より住宅地に適しているのである。大規模農業
に適している平地の場所が工場、大型商店、集合住宅、住宅地に変わっていく。
自然豊かで地価がタダ同然になっている山間地に家を新築しようという都会人がいるかもしれな
い。景観の保持どころではない。人を減らさないより増やす工夫を。少なくとも「いわゆる線引き」の
規制緩和が必要である。

土地利用、都市計画の手法については、現在、都市計
画マスタープランをもとに検討している段階です。

20

〔土地〕
遊休地を活用して太陽光発電を計画したが、農振地を理由に認められない現状をご存知でしょう
か。もっと柔軟な土地利用計画にして、雇用の場を整備する選択肢を増やすべきと考える。

土地利用、都市計画の手法については、現在、都市計
画マスタープランをもとに検討している段階です。
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総合計画基本構想中間案
パブリックコメント一覧

NO 意見・提案 左記意見に対する回答 計画への反映

21

総合計画は将来を見すえて、重点プロジェクト（医療・地域福祉、観光・農林業）等も実行をお願い
します。

再生計画の計画期間（3年間）に成果が得られるよう、
関係施策を重点的に実施するのが「重点プロジェクト」
です。

22

市民病院の運営も改善が必要だが、高齢化において病気予防を市民一人ひとりの義務として、運
動半強制政策をお願いします。全国的に取り組んでいる町村を参考にお願いします。（医療費減）

市民への健康づくり活動を促進して参りますが、強制ま
ではできません。

23

「基本構想中間案」には住民のくらしに安全・安心・活力などスローガンが踊るだけで全く具体性が
ない。地域社会に急務な高齢化問題にあまり触れていない。行動の自由を失った高齢者が無理し
て遠い病院に行かなければならない。公共交通機関もだんだんと不便になった。昔のように元気な
医者の方から病人の家へ訪ねて来てはどうか。旧村単位に診療所があった。医者が自転車で訪ね
て来て私の祖父母も自宅で亡くなった。薬も診療所にもらいに行けば良かった。医療・介護・保健指
導・一人暮らし訪問等をまとめてその拠点を旧村単位に作ってはどうか。地域によってはデイサー
ビスも。工夫すれば大きな空き家があるその方が医療費をおさえられるのではないか。拠点病院で
すら医師がいないのに何を贅沢なと言われるかも知れない。高度の治療技術はいらない。老人医
療、どこが悪いか見定める総合医、介護、リハビリ技術をもった診療所医を養成する工夫をすれば
よいではないか。

事業実施における参考意見として承ります。

24

重点プロジェクトについて、その成果が見えにくいと思われます。
①現実課題として、救急病院が上野総合病院より名張市民病院の方が安心する状況にある。具体
的プロジェクトの主なものは、従来から課題とされてきた内容であり、本当に実現性のあることが総
合計画の信頼性につながる。特に一刻を争う脳、心臓、外科救急に対応するような体制が必要。

事業実施における参考意見として承ります。

25

それにしても医療、老齢化対策はさけて通れない。 再生計画の計画期間中（3年間）に重点的に取り組む
ため、重点プロジェクトに、地域・医療連携プロジェクト
を掲げています。

26

まちづくりの基本構想とは、安全・安心～医療他、活力～農林業他、人・地域づくり～教育他、の充
実、振興にあります。
早く伊賀、名張市内に統合病院を作ること。出来るのか、どうなっているのか、市長選挙の公約に２
人とも約束していましたが？

2次救急医療機関のあり方については、今後も検討し
てまいります。

27

医療福祉は大事であるが、一定の限界がある。 行政だけでなく、市民の皆様や各種団体等と連携・協
力して進めることで、よりよい医療や福祉の実現に努
めて参ります。
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NO 意見・提案 左記意見に対する回答 計画への反映

28

○地域ケアシステム
広い伊賀市に住まう高齢者に対応する窓口が、地域包括支援センターとなっていますが、地域支
援センターの役割が飛躍的に大きくなると思います。ケアマネージャーの人数も増員が必要と考え
ますが、現在その役割を担っている伊賀市支所、社協支所（６か所）との関係、社協が推進している
自治協に設置する地域ケアネットワーク会議との連携等はどのようになるのか。実施面で地域対応
は現在の「面」から「点」となり、双方向の情報共有と対応が阻害され、住民へのサービスが低下す
る懸念があります。
制度設計に最も肝心なことは、良いところは残し、足りないところを改革改善することと思います。
行政マンの目線ではなく住民目線での制度設計をお願いします。

重点プロジェクト及び再生計画・分野別計画に地域ケ
アシステムは位置づけており、実現に当たっての参考
意見として承ります。

29

増大する医療介護の需要に対応し、雇用に結びつけるため、医療介護の人材を育成し、シルバー
関連産業を育成する施策を検討する必要がある。

事業実施における参考意見として承ります。

30

上野総合市民病院の機能強化は是非とも実現しなければならないが、単独か連携か運営主体も
独立行政法人化、指定管理者制度の検討等踏み込んだ内容にすべきでないか。

行政運営を進めるうえでの参考といたします。

31
地域包括ケアシステムの目標年次は早めるべきだ。 事業実施における参考意見として承ります。

32

観光プロジェクトの内容は従前とかわらない。これでは入込客数増とはならない。遷宮で伊勢に集
中した観光客を、伊勢以上の集客力であることが必要と考えられるので、一部の有識者の考え方
でなく、市資源総力をあげたプロジェクトとされたい。

観光のまちづくりに向けて、市民一体となった取組の必
要性を、重点プロジェクト及び再生計画・分野別計画で
謳って参ります。

33

国指定の重要無形民俗文化財である「上野天神祭のダンジリ行列（正しくない名称かもしれませ
ん）」を中間案にしっかりと記して、プロジェクトの取り組みを計って欲しい。（伊賀市の観光資源とし
て振興・発展をさせていかければならないのに、民族文化財を支える町や住民は少子高齢化等で
弱体化しており、維持もままならない状況であり、官・民・企業等が一体となって取り組む必要があ
ります。

再生計画・分野別計画において、文化資源の保全と有
効活用を図る旨、謳ってまいります。

34

農業の法人化の推進、農家の空家活用の促進、その他、農村部活性化のための充実した計画を
入れていただきたい。

事業実施における参考意見として承ります。

35

○観光資源が点在していて忍者、芭蕉さん白鳳城の施設があるだけの伊賀
メジャーな資源がなく、しかもアクセスの良くない伊賀が観光による地域活性化策はナンセンスと思
います。四季折々の大きなスポットの醸成と人気地域産品の開発とが唯一だと思います。いずれに
しろコスパのいい事業とは思いません。

大きなスポットと人気産品のみが観光ではなく、地域資
源の組み合わせによる新たな伊賀市の観光を指向し
ていく旨、重点プロジェクトや再生計画・分野別計画に
謳って参ります。
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36

市長の観光資源の開発、いわゆる財政建て直し、もうかる観光の企画が必要。 事業実施における参考意見として承ります。

37

観光、農林、商工、雇用、就労、を産む基盤整備を進める。 再生計画・分野別計画において、道路整備と交通の充
実について謳ってまいります。

38

観光は上野地区だけでなく、青山地域の青山高原は東大和西三重観光連盟が広域的に観光誘致
を行ってきた。奈良県を含めた観光の推進を、東海自然歩道、初瀬街道を含めて継続していくこと。

事業実施における参考意見として承ります。

39

青山高原のツツジ等の自然景観は風力発電で一変した。地域振興となる研究、体験施設により入
込客の層を活用すること。

事業実施における参考意見として承ります。

　人口変動に関わる現状と推移に関して、まず、こうした現状に、人口変動に対応する包括的な「ビ
ジョン」や「基本計画」が必要であり、「少子化対策」「男女協働参画」「定住外国人施策推進」「自殺
対策」等といった個別テーマの背景にある、より深刻な事態を直視し、１０年先を見据えた人口変動
に対処する「中期的状態目標」の設定と、「税と社会保障の一体改革」とも連動した人口変動対応を
加速させていくことが求められていると考えます。（税と社会保障制度の変革だけでなく、納税人口
や福祉の担い手の確保も重要）
また、今後起こりうると想定されている大地震に関しても、これまでの人口構成を前提とした防災体
制には限界があり、女性や高齢者、外国人も参画した地域防災体制の構築が急務であり、海外か
らの援助隊のスムーズな受け入れ体制も整備されなければならないとも考えます。
　今回の総合計画（基本構想中間案）への主な意見としては、こうした人口減少問題の要因である
「現実認識」をより正確に捉えていくことが重要であり、中間案で謳われている人口変動への対処
（取組）が、これらの問題を本当に解決へと導けるのかという不安があります。
　伊賀市の転入転出者数は、2006～2007を境に転出者が転入者数を上回っています。これに関し
て、転入転出者の年齢階層・性別・転入出理由等を明らかにすることが重要だと考えます。正確に
現実を捉えてこそ、現実の課題に効果的な政策が生み出されます。例えば、三重県の場合、2010
年の国勢調査では、2003年から女性の転出が超過し続けています。これは出生率にも影響を及ぼ
し、少子高齢化に拍車をかけるものです。
　人口減少問題の対処に向けた政策の焦点をあてる第１として、「女性」の社会進出や男女「協働」
参画のさらなる促進と啓発・教育とともに、現行の男女共同参画条例以上に、この現実への認識と
取組の重要性・具体化を謳った条例が必要となります。
　次のグラフは、2010年度に伊賀市が実施した「男女共同参画に関する意識調査」のなかから「正
規労働」の現状を「年齢別」と「性別」でクロスしたものです。
　核家族化が進むなか、世帯そのものの所得も低くなるなか、女性の正規労働率は男性よりも２分
の１以上の格差が現れています。
次のグラフは、同調査の生活にかかわるものです。
　

行政運営を進めるうえでの参考といたします。

40
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　この結果から、「生活費の確保」は「主に夫」が６割以上をしめており、その他、家事や子育て等に
関わるものは「主に妻」となっています。２０１２年度に同和課が実施した「同和問題解決に向けた生
活実態調査」でも、「女性」の雇用形態は「パート」労働が極めて高く、また「働いていない」女性も多
いことが明らかになり、従業者の年間労働収入も男性との大きな格差が見られました。こうしたこと
から、「介護や子育て」を制度化し、「女性の就業率」を上昇させ、「世帯あたりの所得」を上昇し、
「出生数」を増加させていくことが求められています。
　OECD諸国に見る人口変動への対処の流れを見ていても、「男女格差」が大きい日本では、生産
年齢人口の変化予測で最も厳しい減少傾向を示しています。一方、男女格差が少ない国の多く
は、生産年齢人口の確保または増加が見られます。
　こうした組織の持続可能性を脅かす事態に、ISOは「ISO26000」を提唱しました。これまでのCSRと
いう企業の社会的責任から、Cをのぞき、企業のみならず、自治体などを含む、あらゆる団体の「持
続可能な組織」運営のための重要な中核主題を設け、次世代への持続可能な「伊賀市」の実現に
向け、市内すべての組織に対し、社会的責任の理解と主体的行動を促すものが提唱されていま
す。伊賀市の総合計画には、この「ISO26000」を中核主題に位置づけることを提案します。
　ISO26000は、①社会との相乗的かつ持続的な発展をめざし、②経営（行政運営）の中核に位置づ
けるべき戦略的投資、③法令遵守を前提として、ステークホルダー価値の向上への取組、本業の
プロセスとプロダクトを通じた取組を「すべての組織」を対象として発行されました。伊賀市の場合
も、自治体、企業、団体、自治会、自治協議会等のあらゆる組織が対象となります。
　７つの原則（望ましい姿勢）として、①説明責任、②透明性、③倫理的な行動、④ステークホル
ダーの利害の尊重、⑤法の支配の尊重、⑥国際行動規範の尊重、⑦人権の尊重
　７つの中核主題として、①人権、②労働慣行、③環境、④公正な事業慣行、⑤組織統治、⑥消費
者に関する課題、⑦コミュニティ参加・開発、となっており、「人権」の尊重が極めて重要視されてい
ることがわかります。「女性」の人権、「外国人」の人権、「障がい者」を含む社会的弱者の人権等の
保護と、差別対策なくして、人口減少問題の対処は実現が困難であるとISOがディーデリジェンスで
謳っています。
　基本構想中間案の「現状と課題」設定に関しては特にご意見はありませんが、取組や方向性に関
して、「ISO26000」に基づく、伊賀市を次世代の子どもたちの未来のために「持続可能な組織」へと
発展させていくために、自治体のみならず、企業や地域とともにSR（社会責任）を果たしていくことを
明確に位置づけていただきたく「ISO26000」を市政の中核に位置づけてください。よろしくお願いい
たします。

41
目配りと基本姿勢は同意します。期待しています。 市民の皆様や各種団体、企業の皆様と、誇れる伊賀市

づくりに努めて参ります。

42
安全安心に係る問題として、当地区で近くを流れる長田川にかかる橋は、潜水橋で、大雨毎に浸水
し、通行止めになるので、なるべく早急に普通の橋に架け替えることを切望する。

事業実施における参考意見として承ります。

40
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43

総合計画基本構想中間案の精神、意気込みは理解できる。しかしながら、市民の安心・安全に関
し、計画以前の問題がある。きじが台地区の水道問題は危機的状況にあり市水道部も相当に力を
入れて問題解決に尽力いていただいているが、その手法において従前の慣例にとらわれ、住民の
持っている危機意識との間にズレが感じられ根本的な解決に至らないことを危惧している。従来の
慣例を乗り越えて市民目線での対処法を切に望む。
既に市営水道が導入されている地域でも高額な負担金（80万円）の都合がつかず、未だ給水を受
けていない家庭が存在することもご理解いただき救済をお願いしたい。

事業実施における参考意見として承ります。

44

Ｐ19.分野別の政策・施策について。
今後の検討だと思いますが、例にあげられたように、子育て支援に全力をあげてほしいと思いま
す。
特に、ファミリーサポートセンターの充実ですが、センターができた事によって、大きく子育て支援が
広がりました。ところが、年々予算が減らされているのが現実です。どうか、未来をになう子育てに
ついてもっともっと力を入れてほしいです。

子育て支援については、国全体で税と社会保障の一
体改革の取組の中で進められており、本市においても
充実させる方向で取り組んでまいります。

45
川上ダムのことをどうするのか計画に入れること（防災上川上ダムは必要） 再生計画・分野別計画において個別の事業について

は詳細を決めております。

46
4その他　河川の役割を見極めること 個別のご意見として承ります。

47

防災は居を根本から見直す。住民の危険住宅、不健康住宅の解消、大震災に備えて何を備蓄する
のか。青山のダムはいらない。

再生計画・分野別計画において、防災体制の充実につ
いて謳ってまいります。

48

伊賀鉄道について、神戸～市駅間はほぼＲ422と併走しており、バス停の完備さえできれば代替可
能と思われる。神戸～ゆめが丘～市民病院～恵比寿町（ジャスコ）～ハイトピア～上野城～アピタ
～運動公園等を経由する。
また、ノンステップバスで機能的にお年寄りも利用しやすく、利用性のある交通をめざす。鉄道は保
線運用コストが大きく、６千万の補助はバスの整備にまわす。

事業実施における参考意見として承ります。

49
健康歩きの道として「岩倉峡遊歩道」をもっとＰＲしてもよい。 事業実施における参考意見として承ります。

50

公共交通機関の問題、大きな赤字をかかえて補助金で運営されている伊賀鉄道は、見直しの時期
が来て廃止を考えると思う。伊賀住民から賛否をとれば、車社会になっていて廃止やむなしとなる
であろう。都会からで観光客を呼び込もうとすれば鉄道があるのが大きい。住民からの目線でなく、
外からの目線で。
三交バスは空っぽの大型でなく、路線を新たに十分工夫してコミュニティバスに切り替えるべきであ
ろう。また、路線を一部変更してスクールバスにも一般客の混乗を認めるべきである。通院の老人
等が利用するであろう。

市民と来訪者の利用の双方を想定し、よりよい交通手
段のあり方を検討する旨、再生計画で謳ってまいりま
す。

51
三重県は空港が無い。新幹線がない。ＪＲ東海リニアは三重を通過の予定だと思いますが、新駅を
一丸となって願うことは無いのでしょうか。伊賀停車！！

事業実施における参考意見として承ります。
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52
中心市街地活性化計画は、観光客のまちなかへの誘導、まちなみ景観の見直し、充実、魅力ある
店舗数の増加その他、第1次計画に増して、成果を出すよう、十分練り込んでいただきたい。

計画に沿って取り組んでまいります。

53

商業について、空洞化する、高齢化する町。土地だけ高い、人の入れかえが少ない。下水道（浄化
槽）。商店街に飲食店がもっと欲しいのに、空き店舗に飲食店が入りたくても入れない。

事業実施における参考意見として承ります。

54

伊賀市は名古屋と大阪の最短中間地点であり周囲を緑に囲まれた、この条件を生かしきることが
最も重要だと思います。アクセスの向上こそが最大の課題だと思います。関西線の電化複線化、い
ろんな人の行き来が便利になれば他人の知恵も多く集まり。伊賀に注目して頂ける機会が増える
でしょう。幸い最近は道路のアクセスがかなり良くなり、産業の基盤が出来てきました。

アクセスの向上だけでなく、観光客を呼び込むコンテン
ツ（中身）が重要だと考えております。

55
スポット的に新しい住民のための優れた住環境を整えたモデル地区を市内に作るなどして今後の
人材受け入れの拠点づくりを考えてほしい。

事業実施における参考意見として承ります。

56
市職員の通勤費は公共交通機関に準じて支給を考えて頂きたい。 行政運営を進めるうえでの参考といたします。

57

伊賀線はＮＴＴ又は京家のところまでに上野市駅を移動させ、以北は廃線し市民病院とＪＲ伊賀上
野の間はシャトルバスにする。そして市駅前の踏切をなくし交通をスムーズにすると、中心市街地
が一層活性化すると考える。

事業実施における参考意見として承ります。

58

現在、伊賀市の玄関口である（近鉄の利用）南部の開発が第一と思う。例えば、アウトレット等の商
業の導入による、人集めが発展の必要条件と思われる。余りにも企画がない。起爆剤が要る。近鉄
との共同開発。総合商業開発による発展。

事業実施における参考意見として承ります。

59

モータリゼーションの充実、そのための整備を早急にやり、それに併行した周辺道路を行い、社会
情勢にマッチした計画の推進すること。もう一つは地域経済の低迷が先ず交通にあり、ＪＲの充実し
電化を単線でも早急に考慮されたい。

再生計画・分野別計画において、道路整備と交通の充
実について謳ってまいります。

60
伊賀コリドールロードを活用したイベント（自転車ロードレース等）（熊野市の例）
バショウサン、忍者も大事です、が少しハナヤカサが無い様に思います。

事業実施における参考意見として承ります。

61 （大山田地区）服部川流域に在る慣習井堰を一般井堰に変更する 個別のご意見として承ります。

62 （大山田地区）中山間地域であり、棚田のため、作業労力がかかる（草刈りなど） 個別のご意見として承ります。

63 （大山田地区）進入路は軽トラしか通行できないため、最低２ｔ車が通行できるように拡幅すること 個別のご意見として承ります。

64 （大山田地区）販路を確保していただくこと 個別のご意見として承ります。
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総合計画基本構想中間案
パブリックコメント一覧

NO 意見・提案 左記意見に対する回答 計画への反映

65

合併により広域の伊賀市が誕生し、役所が管理しやすいように住民自治協議会を立ち上げ、行政
の末端組織に組み入れられた。戦時中の向こう三軒両隣ではないが、その反省もあり、これは行政
から独立した住民主体の組織である。その欠点として、自治会からの要望があれば行政が動き支
援するという形になっていないか。要望がなくても行政主体に進めなければならないことが疎かに
なっていないか。それぞれの自治会に創造性の発揮できる人材がいるか疑問である。1年交代の
会長にそれを求めるのは無理である。最後まで合併せず旧村であった島ヶ原では住民全体に住民
で考える雰囲気が残されているが、いち早く上野市の一部になった村では全てが市が対応してくれ
るものと思っている。いまさら旧村単位で考える雰囲気はない。

伊賀市の自治（基本条例）は、「補完性の原則」をもと
にしており、地区（自治組織）が起点となった考えとなっ
ています。それが本来的な自治の姿であると位置づけ
ており、行政頼みではない真の自治が進められること
を、自治基本条例は謳っております。

66
芭蕉、横光利一、忍者に加えて、諸説があるにしても、「観阿弥」を顕彰しても良い。 事業実施における参考意見として承ります。

67
3遊効水面を埋め立てて造った増築物の運動公園や駐車場の処置 個別のご意見として承ります。

68

農林業の担い手の育成・確保を進める方向性はどうされるのか。
担い手者の収入を500万円/年確保できれば、担い手ができるようにする方向を具体的に示してほ
しい。

個別のご意見として承ります。

69

伊賀町～伊賀市になりました。市駅前は立派になりましたが、旧柘植町は、写真のような状態で
す。又このまま伊賀支所にこの書類を廻されても、市職員に問題解決能力はありません、副市長様
の地元です。下手な文ですが、見て頂けましたら、お知らせ下さい。

都市マスタープランに掲げています、多角連携型のま
ちづくりや支所の機能充実に努め、地域特性に応じた
魅力あるまちづくりに努めます。

70
生活の安全・安心の基本であるインフラ対策。市道、上水道、下水道の完備が年次毎に示されてい
ないのが誠に残念です。早急に実行計画を策定していただくようお願いします。

再生計画・分野別計画において個別の事業について
は詳細を決めております。

71

重要ＰＪの担当部がＰＤＣＡを廻していくが、半期ごとのチェック、改善（見直し）を市民に報告及び意
見のききとりが大切に思う。

再生計画の「計画の推進」において、市民参加のもとで
のＰＤＣＡサイクルの構築を謳ってまいります。

72

全ての市民サービスを市の負担で行うのはムリ、ムダがあります。然し乍ら、我々の周りには、ネッ
ト、コンビニ、或いはツタヤといった、社会インフラがありますから、今后の市民サービス構築に当
たっては、これらの社会インフラ徹底活用によるコストミニマムのしくみを構築して頂きたい。
極端には、ＩＣカード、ワンタイムパスワードを利用すれば、各家庭のＰＣで住民票取得も可能です。

「計画の推進」において、ＩＣＴの活用による市民サービ
スの向上を謳ってまいります。

73
支所・地域への権限移譲（地域内分権）とこの分権に応じる事の出来る「人づくり」今後よろしく。 「計画の推進」において、地域内分権に対応した組織と

人をつくる旨を謳ってまいります。
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総合計画基本構想中間案
パブリックコメント一覧

NO 意見・提案 左記意見に対する回答 計画への反映

74

大きな支所、小さな本庁的思想及び方針は市政の前担当者の考え方であり、現在では適応しない
と理解している。しかし、住民自治協体制及び設立についても、38地区＋１自治体と足並みが揃っ
ていない。市長が交代以後、ことごとく施策の見直しで良い方向へ向かっている状況は充分見えて
いる。しかし、自治体そのものは補完性の原則に従って独自の活動・事業の実施及び成果につい
ては評価できると感じている。そんな中、今「市民センター機能」を「自治センター化」に移行（平成
27年度より）しようという中間案報告を聞いた。支所業務の縮小及び自助活動の促進は理解できる
が、住民サービス（市としての使命「仕事」）は不可能にならないか。職員を減少し、人件費を削減す
る手段は納得できるが、その分地域住民は負担（リスク）が増大する。地方分権を推進するならば、
まとめ役の軸が確立していないと出来ない。

支所業務は縮小するわけではなく、住民に近い場所で
実施することが「有効」な業務についてはむしろ充実さ
せる方向となります。

75

学校や保育所は早く統合することで公共施設の有効利用を行うこと。合併した後の休廃校（所）施
設は利用計画のないものについては、サラ地にしてしまい、他利用や売却を行うことが良い（青山
町の場合、合併前に終えている）。阿保を通って神戸小へ通学させているムダなことはやめること
（きじが台）。

再生計画の「計画の推進」において、公共施設の有効
活用を謳ってまいります。

76

公共施設の多いとの件。
合併前に掛込施設を実施した結果であると思います。現在利用不可の物件については早急に処分
すべきであると思います。

再生計画の「計画の推進」において、公共施設の有効
活用を謳ってまいります。

77
大山田地区の場合、総合計画の前に負の遺産を整理する必要がある。
１公共施設の借地料の見直し

個別のご意見として承ります。

78
地域の実情を見立てる出来のいい職員の配置により費用の削減を図ることが先決と思える。 個別のご意見として承ります。

79
支出について、これまでの変な補助金はストップすべきです。特定の団体や一部の勢力に金が流
れているのではないかと疑われるような支出はしっかり見直して欲しい。

再生計画の「計画の推進」において、健全な財政運営
について謳ってまいります。

80

支所機能の充実（権限と資金を渡す）が、重要であるが、旧来の考え方を一掃すべきで、本当の意
味での住民自治－新しい行政（ピラミッド型の中央集権型ではなくて）を打ち立て、真の民主社会に
向って欲しい。但し、現在のまち協は変な行政下請けになってしまう可能性もあり住民も考えなけれ
ばならない。
私はコンパクトな司令塔としての本庁と住民の要望を聞き入れ且つ毅然と拒否できる支所が機能
的に動く組織であってほしい。人材こそは大事で市職員の資質向上を図って欲しい。

再生計画の「計画の推進」において、地域内分権につ
いて謳ってまいります。

81

伊賀市市民憲章［平成16年11月1日告示］には、『１　まちづくりに関する情報をみんなで共有しま
す。１ まちづくりには、みんなが参加できるようにします。（抜粋）』と明記されています。ここで言う
“みんな”とは、決して大人だけを指しているのではなく、子どもも当然含まれることからも、これまで
の、例えば、校区再編計画の進め方一つにしてみても、一市民である子どもの権利・人権を、明ら
かにないがしろにする行為と言えます。 本来、子どもたちが理解、判断できる方法で情報を提示
（共有）した上で、例えばアンケートや児童会での議論があって然るべきだと考えます。

行政運営を進めるうえでの参考といたします。
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総合計画基本構想中間案
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82

　昨今、他県において、小学校統廃合問題では、自分達の声が全く届かないまま統合が進められ
ようとしたことから、その意思表示のために児童が自ら命を絶ってしまうという痛ましい出来事があ
りましたが、これは、まさにこういった大人主導、行政主導の言わば非民主的な政策の進め方が招
いた最悪の結果だと言えます。と同時に、子ども達には、何ら大人と変わらない信念や考え、自我
が存在していることの証明です。
こういったことからも、市が進める施策において、特に子どもが直接の当事者となる施策について
は、何らかの形で、子どもたちの率直な考えを聞き、それに基づいた市民間の議論や市議会など
の大人達の議論が展開される市政が実現されることを強く望みます。

行政運営を進めるうえでの参考といたします。

83
重点項目を軽いフットワークで（トライとエラー）失敗を恐れず。 事業実施における参考意見として承ります。

84
既得権益の排除。 しがらみのない市政運営に努めます。

85

住み良い都道府県ランキングというのがあって、2013年のデータをみる事がありました。（法政大学
発表）。三重県はなんと９位です。正直うれしいですね。
伊賀市は、９位を示す中で、どの位置にあるのかはわかりません。８位に引き上げる力があるの
か、10位に下げる存在なのか？です。いずれとにかく、9位だということは事実として、客観的に受
け止めるのが大事かと思います。

事業実施における参考意見として承ります。

86

市議会の存在は、伊賀市全般について決定する機能があるが、市議も選挙の事を考えて、地元を
考え、票の多い所の意見で決めてしまうので、議員の少ない地域では不利になる。今回の基本的
な考えに議員の在り方も入れて欲しい。（これは場違いかも知れませんが、市民もしっかりする必要
がある）

個別のご意見として承ります。

87
新しい総合計画の策定方針の記述文章から。
「新しい総合計画」の策定をめざしますではなく「めざす」にすること。

88
ＰＤＣＡサイクルの構築をめざしますでなく「サイクルを徹底する」または「サイクルを本格導入しま
す」にすること。

89 変更できない場合は、なぜかをお教えください。

90
市民への説明会と同様に市職員への説明会、勉強会を実施したか。 総合計画等策定本部、同プロジェクトチームに加え、各

所属長を通じて、周知しています。

91
質疑応答の場でないことをはっきりとさせ、意見交換会である旨の徹底と、意見に対するフィード
バックの方法の答弁が必要。

今後の市民の皆様との意見交換会や説明会開催の参
考とさせていただきます。

92

まちづくり懇談会を各地で開かれた事は直接民主制に似ていると感じました。私は民主主義を最良
とは考えませんが、せめて住む処が民主的運営が行われることを希います。お疲れさまでした。

市民の皆様から、直接ご意見聞かせていただく場づくり
に、努めて参ります。

93
12月以降パブリックコメントがあるが、再生計画の市民意見交換会がなされるのか。 12月中に「再生計画中間案」のタウンミーティングを開

催いたします。

策定方針については、パブックコメント募集の上、決定
しておりますので字句の訂正はできません。
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総合計画基本構想中間案
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NO 意見・提案 左記意見に対する回答 計画への反映

海外旅行をいたしますと（最近はもっぱらローマ・パリなどヨーロッパですが、上海でも）、旧市街と
新市街という言葉を耳にします。日本（伊賀）で言ったら、中心市街地と郊外ということになるので
しょうか・・・
ヨーロッパの旧市街は一般に道幅も狭く、所狭しと車が一列に駐車し、その間をタクシーや乗用車
などが行き来し、歩道は身体を横にしてすれ違うくらいの広さの所もある。なかには、そこに路面電
車が走っていたりもする。
それでも、その町並みを壊さないように建物は何百年も建っていて、建物の中は修復を繰り返し、
見事にセンスの良い内装や家具で、文化レベルの高い生活をしているように思われる。エレベー
ターはなくても会談を上り、少し不便でもその生活を誇りにしているようだ。（新築して20～30円で、
大胆なリフォームや建て替えをする日本の建築って何？すごくカルチャーショックにおちいった）
Facebookでもアップしましたが、ミュンヘンの新市庁舎はそれは素晴らしかったです。1867～1909
年に建てられて、戦後元通りに復元され、一階部分の一部はテナントになっていて、センスの良い
小さなお店が建ち並んでいる。ヨーロッパではよく中庭がある。ミュンヘン市庁舎の中庭には自由に
入れて（その途中にトイレがあり、外国ではあたり前ですがチップを支払う）、その中庭はカフェに
なっている。かっこいいテントがあり、椅子に座ってお茶をするのだ。（これも、市がテナント料を得て
いるのか？）定時にはドイツ最大の仕掛け時計が動き出し、世界中の人が見に来ている。★新市
庁舎が立派な観光スポットであることはまぎれもない事実である！

「庁舎整備」に対するご意見として承ります。

94
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ロマンチック街道（ローマへの巡礼の道）の、ローデンブルク、ネルトリンゲン、アウグスブルクなど
小さな町に立ち寄りましたが、そこには必ず、素敵な可愛い市庁舎の建物があり、添乗員から説明
を受け写真を撮りました。必ず観光スポットです。アウグスブルクの市庁舎には、ドイツルネッサン
スの最高傑作（1615～1625年）である「黄金の間」があり、その名の通り黄金と繊細な彫刻に飾られ
ていた。2ﾕｰﾛ支払って見学し、それに関する売店もあります。（それも市の収益になっていると思い
ます）
ドイツだけではありませんが、ヨーロッパは陸続きですから、常に侵略戦争で町が破壊され続けた
にもかかわらず、元の姿に戻す彼らのその心意気とプライドに敬服します。
伊賀市も、ハイトピア・駅前広場が整備され、新天地にはヨーロッパのエッセンスが入ったお店が
オープンし、市庁舎の裏には上野公園、横には木造造りの西小学校・明治校舎の上野高校、・赤
門・崇高中学校と揃っているわけですから、今の位置に市庁舎を建てるのは当たり前すぎるあたり
前であると考えます。
伊賀市の現市庁舎は、屋内は開放的で圧迫感が無く、子供の頃初めて見た時にすごく感動したの
を覚えています。
しかし、外観はどうでしょうか？ヨーロッパの様に石造りだと、年数を経て味も出てくるでしょうが、コ
ンクリートですから、その寿命がどれ位かは専門家ではありませんから分かりませんが、そのまま
残すというのであれば、外壁・外観に一工夫欲しいですね。
現在地に、伊賀にふさわしい庁舎を建ててください！そして、市が賃貸料を取るのか、市が経営す
るのかわかりませんが、中庭にカフェ（和とヨーロッパの香りのする）や、素敵なコレクトショップ（収
益が挙げられるような）が入れるようなテナントを設けてはいかがでしょうか？市庁舎の中に美術館
やその売店も作って入場料を取ってはいかがでしょうか？
伊賀は素晴らしいものが集まって存在しています。うまく利用できたらと思います。
中心市街地（旧市街）と郊外（新市街）の役割をうまく活用されることを希望します。
PS.伊賀出身の芸術家の作品を伊賀へ取り戻すことは出来ませんか？（素人ですみません）榊莫山
先生、元永定正先生etc

95

・Ｐ26.相談室。中小零細企業を含む、（大企業、官庁と比べ大変厳しく、困っている）会社全般に対
する相談室を設置してほしい。

「庁舎整備」に対するご意見として承ります。

96

・Ｐ26.相談室。教育、ローン、税金、テロ、暴力問題、イジメ等いろいろ困りごとを持つ市民に対し
て、相談に応じる制度、しくみ、相談室の設置を希望します。（人生相談、高齢、障害者に対すると
同様に）
追加。法律相談を含め、常設を希望します（人権モンダイ、上記モンダイ同様、総合相談センターの
常設を望みます）。メンバー（相談員）にボランティア起用を！時代のチョー流を重視、実行してくだ
さい。

「庁舎整備」に対するご意見として承ります。

94
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総合計画基本構想中間案市民意見交換会意見一覧

No 箇所 頁 意見等 回答 回答者

全体

1 全体 － ５年以上の計画には議決が必要だが、基本構想の議決の予定はあるか。 基本構想はおよそ10年先を見通した計画であり、議決が必要。 企画課長

現在正式に決まっていないので「（仮称）」としている。岡本市長が就任し、新しい
ものをやる、既存のものも見直したりスピードを上げて取り組むということで「再
生」という言葉を使っている。期間の呼び名については、今までは５年区切りで
前期後期としていたが、市長の責任において政策を実施していくために、任期に
合わせた形としたため。

企画課長

岡本市政の責任として、まず３年、それを完成するべく後の５年という形にした。 市長

3 策定方針 －
新しい総合計画策定方針についての内容の説明がなかった。方針があってはじ
めて計画が出来る。

意見

4 策定方針 -
策定方針の文言からすると、今までは公平性、透明性がなかったという判断な
のか。

過去との比較で過去はそうではなかったのか、ということだが、我々はこれから
よりそういう姿勢でやって行きたいということ。

市長

行政が作ったものというイメージだったものを、行政と市民、地域が共有する地
域経営の計画と位置付けている。また、構成が、10年の基本構想、5年ずつの前
期後期基本計画、それを具体的に実施するための実施計画という3層構造だっ
たものを、今回は基本構想の下に、これまでの基本計画と実施計画を併せ、期
間も市長の任期に合わせた（仮称）再生計画を配した2層構造としている。

企画課長

市民目線で市民からの計画としてみんながコンセプトを認識できるようなものを
作り上げたい。それぞれの地域の方が活動の中で総合計画の内容を体現して
いけるようなものにしたい。

市長

前提条件が違う。人口減少を踏まえ、あれもこれもはできないという考え方で作
成している。

副市長

6 計画の構成 －

今までのいろんな計画とこの総合計画との関係は。 市の最高位の計画。分野別の計画は総合計画を整合を取ることになっている。
今までは作りっぱなしになりがちだった。基本構想10年、基本計画5年、実施計
画3年（1年ごとのローリング）だったが市長の任期とずれてしまうため、選挙公約
を反映させられないなどの課題もあった。今後はこの計画に基づいてマネジメン
トを行っていく。

副市長

7 計画の構成 －

これまでの計画は３層。今回は２層。手法が変わる場合、これまでの手法を批判
に基づいて説明されるのが通常化と思うが、３層を２層にしている経緯は何か。

従来は、基本構想１０年、基本計画５年、実施計画３年の３層構造。国の強い行
政指導の下にどこの自治体でも作ってきた。しかし、なかなか実態に合わせて機
能しづらいものがあった。特に基本計画は、市長の任期とずれており、公約が反
映できず、責任を持って遂行しにくいものだった。
基本構想では理念や方向性を示しているが、それだけでは政策や施策がどのよ
うなものかわからないので基本計画でまとめていたが、１年１年の事業まではわ
からない。実施計画は３年というが、実際は毎年の事業を束ねたもの。この基本
計画と実施計画とを併せて、わかりやすい計画を目指したのが今回の計画。伊
賀市独自ではなく、１０数年前からこのような計画が作られるようになっており、
先行事例を踏まえて進めている。

副市長

2 全体 －

「再生」という言葉がわかりにくい。既存の物事をやりかえることと、新しく生まれ
るという意味がある。両義的な言葉は文化として意義があるが、多様な人々が
一緒に政策に取り組もうとしている時にはふさわしくないのではないか。「（仮
称）」もわかりにくい。また、「第１次」「第２次」についても、では「第３次」はどうか
となってしまう。前期後期でいいのではないか。芭蕉の故郷である事からすると、
もっと言葉を大事に使ってもらいたい。

5 計画の構成 －

H18年6月～前期計画～後期計画。
新しい総合計画はどう違うのか。

16



総合計画基本構想中間案市民意見交換会意見一覧

No 箇所 頁 意見等 回答 回答者

8 計画の構成 －

長年に亘って実施する事業について、市長が変わったからといってもう一度検討
すると言って振り回されるのはおかしい。総合計画を市長の任期に合わせて計
画を作らなければならないのか。市の部課長が市の全体を見ていくということが
なければ、事ある毎に見直しだとか検討会だとか、堂々巡りでいつまでたっても
できない。市の方がしっかりとしたスタンスを持つべきではないか。そのために議
会があるのではないか。

ブレていくのではないかというご心配だが、大事なことは、刻一刻と変化していく
社会情勢によって修正、適応すること。市長が替わったからということではない。
特に社会情勢が上向きの時はいいが、人口減少や税収の大幅な減少等の中、
有効な財政投資、運用が必須条件とる。伊賀市はポテンシャルは素晴らしいも
のがあるが、それらをしっかり見据えて振興しないと、足りない部分を補っていく
ことはできない。
市民意識調査では、観光・農林業は他の政策と同程度でいいとの回答がある
が、他の政策は支出が主。観光や農林業は財政を豊にする方策との認識を持
ちながら、実際の事業等については現実を見据えないといけない。
３年以内にできること、１０年先を見据えて、という新しい期間については、市長
が替わったからという表面的なことではなく、私が市政を担当するに当たって、
しっかりと責任を果たせるという前提の下に期間設定をした。

市長

9 計画の構成 － 再生計画は3年計画で不要という認識か。 再生計画は12月に案をまとめてパブリックコメントを実施する。 企画課長
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総合計画基本構想中間案市民意見交換会意見一覧

No 箇所 頁 意見等 回答 回答者

10 現状と傾向 1
人口減少への具体策がない。 人口減少をいかに食い止めるか。若い人達に住みやすい住環境。農村の耕作

放棄地に都会から入れる受け皿のシステムを作らなければいけない。
市長

11 現状と傾向 4
庁舎建設には65億円必要となる。合併特例債を活用するということだが、どのよ
うな割合で活用されるのか、資金計画は大丈夫なのか。

合併特例債は70％交付税で返ってくる非常に有利な起債であり活用したい。
また、庁舎建設基金があり、１４億5千万円残っており、その両方を使ってやって
いきたい。

企画財政
部次長

12 現状と傾向 4
合併算定替えによって、７年後には４０億円削っていかないといけない。財政を
どのように減らしていくのか、覚悟をするにも情報が少ない。

日常の市政の中で、行財政見直しを市民に認識してもらう必要がある。 市長

13 現状と傾向 4
赤字というが、合併前にハコモノばかり作るからではないのか。市民１人当たり
100万円ほど借金があるのを自覚していない。

意見

14 現状と傾向 4
新聞記事によると、地方債の発行については、施設整理への利用を認めるとの
こと。伊賀市の対応はどうか。

新聞記事については読んでいないが、良い指摘をいただいた。 市長

15 現状と傾向 4
市の財政としては支出をいかに抑えるかということだが、補助金出しすぎではな
いか。補助金の整理をしてほしい。

平成23年の行政改革大綱にも、補助金の整理について書いている。来年度以
降本格的に検討していく。

副市長

16 現状と傾向 4
公共施設白書の説明をしてほしい。減らしていかなければならないというときに、
新しいものばかり作るのか。

公共施設白書概要版により説明。 管財課長

趣旨は、優遇措置をどれくらい担保して問題に対処できるか。 市長

公共施設を、安い金額で譲渡する、無償で貸し付けるということについては、公
共団体、公共的団体への貸付は可能。民間企業へは現行制度では出来ない。

管財課長

保有財産は県内市平均等より多い。394の施設を保有していくと、多い年で改修
や維持管理に55億円かかる。まず総量を縮減しようということ。何年後に何％に
するかは検討中。また、施設の複合化したり、貸していくということも考えている。

管財課長

同じような施設についても、施設カルテを作って整理していくということ。 市長

19 現状と傾向 5

４００億円の内４０億円が減少するというのは尋常ではない。施設の整理もそう
だが、病院の改善、健全化、介護保険。介護認定が厳しくなっていくのではとい
う問題。そういう情報を出していってほしい。

シーリングで一律に削減するのではなく、どこをどうするのか市民のみなさんに
どこで痛みを共有指定いただくのか、皆さんと一緒に考えていくことが大事。次
年度以降。一括交付金の見直し、公共施設白書に基づいた施設の整理、事業
の民間への移譲など、メリハリをつけて、みなさんと勇気と覚悟で取り組みたい。

市長

20 潜在力 6

正規に有機JAS認証された有機農法はどこで作っているのか。紛らわしい表記
はいけないと農林水産省も言っている。具体的なことが何も書いていない。もっ
と真剣にやってほしい。
有機農法という名称をは、無農薬、化学肥料なし、有機肥料のみ。生産履歴、農
薬安全使用基準、農産物検査法等をクリアし、過去３年間の実績を踏まえて申
請費用を支払い、認証を受けることで、４年目から初めて可能となる。とても無理
だと思う。

意見

基本構想

17 現状と傾向 5

公共施設白書。公共施設を無償で企業に貸すということは可能か。維持費だけ
でも浮くと思うが。稼働率が悪いものを維持費をかけて保有しているのは無駄が
大きいと思う。

18 現状と傾向 5

公共施設は、何が多くて、何を切り捨て、何をどうするのか。方針は。

18



総合計画基本構想中間案市民意見交換会意見一覧

No 箇所 頁 意見等 回答 回答者

21 潜在力 6 「里山」というのはあるが、林業については記述がない。 意見

22 将来像 7 市長や職員には、伊賀市に住んでいて良かったと思えるまちにしてほしい。 意見

23 基本理念 8

基本理念の補完性の原則。子どもも含まれると思うが、子どもの考えが市政に
反映されているか。校区再編について、子どもは大きい学校に行きたいと言って
いない。市民憲章には、みんなが参加できることが書いてある。子どもの意見が
反映できるようにしてほしい。

子どもは主人公。市民を構成する一人との重要性を認識したい。 市長

24
基本政策

「安全・安心」
10

「安心・安全」や「防災」が十数ヶ所出てくるが、先日の台風災害もあったが、「安
心・安全」どのように付与するのか、言葉だけしか書いていなくて、実際に水が出
たときにはどうするのか一切触れていない。この総合計画は不備があるのでは
ないか。川上ダムについても触れられていない。市長の意見もあるだろうが、職
員もこうすべき、こうあるべき、こうしたいとしっかり述べた上で答申するべきでは
ないか。

大きな方針は伝えたが、細かい内容にまでは一切口を挟んではいない。本日の
中間案は審議委員の皆さんの英知によってまとめられていると申し上げたい。
治水については、かねてから心配したことが実際に起こったと感じている。これ
からも国や県に物申していきたい。また、地域の皆様のご理解を得られるように
しっかりと向き合っていきたい。これは県とも話ができている。
ただし、なかなか難しい面もあるということはご理解いただきたい。

市長

25
基本政策
「活力」

11

骨太の、生き残りを図る産業を盛り立てる基本構想が必要。今のところあまり見
えてこない。

骨太の視点が見えないという指摘は、我々の努力がまだまだ足りないのかなと
反省するところである。
最近よく申し上げるのは、勇気と覚悟のまちづくり。言葉で説明するのは簡単だ
が、実行には市民の認識、勇気と覚悟が必要。
観光・農林業については、投資もするが市の経済的効果も生む施策であり、意
義を市民に理解してもらえるように説明して行きたい。

市長

26
基本政策
「活力」

11

人口減少、経済悪化、それを前提としての計画と思うが、どうしていくのかという
部分が良く分からない。「活力」というところで今後のことを決めていくのかなと思
うが、新たな財源というのは何を想定しているのか。今後の将来像について具体
的に教えてほしい。

具体的な例というのは、（仮称）再生計画ででてくるが、今は基本構想で大きな
方向性、政策を示してる。

市長

27
基本政策
｢活力」

11

住民主体の計画だが、伊賀市はどんな町かと考えると、工業都市だと思う。地元
企業に就労している率も高く、法人税も多い。しかし、工業についての記述がな
い。大企業本社は一つだが、優良な中小企業や大手企業の工場もある。線引き
で開発できないままの土地が余っているし、森永の土地もある。若い人が夢を
持って働けるように、総合計画には製造業の振興もスペースを割いて書くべきで
はないか

法人税は約17億円で名張の７億円とは倍以上。森永の場所もどうするかという
話しもある。大きな都市圏の中間なので配送業がいいのではなど色々と考えた
い。

市長

28
基本政策
｢活力」

11

Ｐ２８．市民アンケートの重点的取組について。観光農林業の再生の支持が
24.5％について。元気で魅力のある地域を作るための必要条件、十分条件とい
う見方で言うと、無駄のない財政、医療の再生というのは無いと成り立たない必
要条件であり、こういう回答は当然。観光・農林業は、これらが出来てようやく十
分に魅力あるまちが出来るという十分条件。アンケートをすればこういう結果が
出てくるのは当然。これが少ないからと無視するとか、重視しなくていいというこ
とではない。私の意見と相通ずる市長の説明には満足している。
魅力ある企業の誘致が必要。また、中心市街地の活性化。観光と直接関係する
けれど、従来どおりの路線で力を入れてほしい。
農業については、農村部に空き家が増えているが、外部からの移住を促進して
ほしい。子どもがいるような現役世代の移住が必要。
農業の法人化が、滋賀県などと比べてかなり遅れている。今後後継者がおらず
耕作放棄地が増える心配がある。

工業系企業が多く、法人税収入も名張に比べて多い。
農村部の後継者についてもしっかりと考えて生きたい。

市長

19



総合計画基本構想中間案市民意見交換会意見一覧

No 箇所 頁 意見等 回答 回答者

ご指摘の件は当然のこと。そうしたニュアンスが出るようにしたい。 市長

今回は基本構想だが、個別施策については（仮称）再生計画を冬場に提示でき
ると思う。

副市長

30
基本政策
｢活力」

11

伊賀地域のユニークな商工業のアピールをしてはどうか。名張市に創業100年を
超える企業である株式会社タカキタがあり、全国展開しているが、協力要請した
ら無償でとんでくる。経営者や名張市と話をしてほしい。

意見

31
基本政策
｢活力」

11

農業をやらない若者がなぜ増えたかというと、食べていけないから。賃金が高い
日本では労働者を雇えない。
農産物をつくるだけではだめ。

人口減少と同じで、農業は儲からないから若者がやらないんだ、ということで放
置すると、耕作放棄地がどんどん増えていく。せっかくある農地をどう活用してい
くのか。国も中間管理機構を作るといっている。
６次産業化についても、モクモクの成功例もあるが、小さなレベルでもやっていく
ことが大事。細かなことはこれから（仮称）再生計画でも書いていく。

市長

32
基本政策
｢活力」

11

商工業について計画に書かれていないが、伊賀市内の商工業関係の経済の規
模、市の財政に入っている金額や動向は。

商工業も大事。法人税収入は１７億円。名張市は７億円。せっかく入ってきた企
業が撤退していかないようにしないといけない。どんな業態の企業が伊賀市に
適しているのかも見極めていく必要がある。

市長

基本構想の中間案であり、具体的なものは（仮称）再生計画で示す。人口減少
に対しては、現在評価されている農業畜産業についても後継者がいない。子育
てのしやすい状況づくりや空き家に住んでもらえるケア、働く先の企業の対策な
ど複合的な対策が必要。若い人達がとどまってもらう、外から来てもらうには、ど
うしたらいいか。

市長

日本全体が急激に人口減少しており、伊賀市だけが増加するのは難しい。３つ
の政策で、若い人たちがとどまることにより良い循環にしたい。観光産業は今や
自動車産業と同等のGDPを生んでいる。着地型観光は小さなまちづくりと思うか
もしれないが、市全体として産業に育てていく必要がある。

副市長

34
基本政策
｢活力」

11

人口増加対策が日本の最大の課題。国内経済が落ち込み、国力が衰退するシ
グナル。伊賀も向こう30年どんどん減少するとの予測だが、出生率、流出流入
人口の変化を検証し、対策すべき。経済界もすべきことがある。
流出を食い止め、流入を増やすにはどうすればいいか。優良な企業に入ってき
てもらうことも必要。
住みよいまちにしていくために、医療、安心安全（治安も含め）、交通の便（外部
との利便性、地域内での利便性）、教育の充実、レベルアップ。他の町とは違う、
優れているということをしっかり謳いこんでもらいたい。
働き口の確保。外部から優良企業に来てもらえるように手を打つべき。５～10年
努力すれば誘致できるのではないか。総花的なものではなく、重要なジャンルに
具体的なものに絞り込んで目標を定めて作ってもらいたい。

意見

29
基本政策
｢活力」

11

一番の前提として、少子高齢化。伊賀市というより全国的な傾向。若者をどのよ
うに取り込むか。18歳から30歳までで、約30％が定住していもいいとなってい
る。定住意識が高い方ではないか。子どもを生み育てる環境がよければ住み続
けるのではないか。また、地域内の若者だけではなく、ハングリーに他地域から
の移住促進を進めるべき。その辺の記述がないのではないか。若者の取り合い
をする時代になってくる。伊賀市で子どもを生んで安心して育てられるという未来
像が含まれれば、税収もその人からだけではなく、雇用先の企業の誘致も進め
ばそこからも入ってくる。伊賀市としての気概、覚悟を聞きたい。

33
基本政策
｢活力」

11

まちづくりは大事だが、基本は人そのもの。人口減少に対して、人口を増やす
テーマがどこにもない。島ヶ原は限界集落になる心配がある。伊賀市と名張市で
は、新聞のお悔やみ欄が多いのが伊賀、おめでた欄が多いのが名張。人口減
少に歯止めをどうかけるのか。学校を卒業したら外で働き、結婚して悪循環。観
光で人口減少に歯止めはかからない。観光で食べている人は少ない。
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No 箇所 頁 意見等 回答 回答者

35 基本政策 13
計画の最終年である2020年で身の丈にあったとはどの程度にするのか。庁舎の
あり方にも関わる。

人口推計では、10年で約1万人減少する予測。職員も議論の中、基礎自治体の
行政需要は更に増す。

副市長

36
土地利用の

方針 14

農住ゾーン。中山間は先がない。後の農地を守る人がいない。稲刈りより草刈
の面積が広い。住みやすいも住みにくいもない。小学校も６０数名しかいない。
そんなところで計画を立てても仕方がない。

意見

37
土地利用の

方針
14

土地利用のところ。ゾーンの変更はないとのことだが、人口構成、働き手はゆめ
が丘などに行ってしまい、市内で過疎化がおこっている。都市計画上の調整区
域のため開発が出来ない。それで働くところがなく、若者が出て行く。名張は白
地なので開発が出来ている。網を外して開発が出来るようにして、住民自治協
議会も活性化してほしい。

重要な指摘で、我々も認識している。まもなく検討の答申が出てくる。いい方向
になると思っている。

市長

ご指摘のとおり。まもなく答申が出るので、勘案していきたい。 市長

上野と旧町にはそれぞれ都市計画制度があり、村にはない。そうしたバラバラの
状況を整理していくということ。

副市長

39
土地利用の

方針
14

土地利用計画の中に、本庁と支所の位置を示しているが、これから作る計画の
中で、この位置とするということか。

都市マスタープランのまま土地利用の方針として流用し、現在のところこれを使
用している。

企画課長

38
土地利用の

方針
14

土地利用の方針。都市マスに基づいてやるということだが、平成２０年から見直
しを始めて、まだ成果が出ない。５年もかけてそんなにチンタラやっていてはどう
にもならない。少子高齢化で人口が減る中で、こんなに広い都市計画区域がい
るのか。疑問に思っている。平成４年に線引きされた時には、公共下水が出来る
からと期待を持っていたが、ゆめが丘以外は全く出来ていない。周辺の農村部
は集落排水が全部出来てきている。こんな無駄なことはない。田にも都市計画
税を払ってきた。もっとキチンと早く施策を決めないといけない。土地利用一体で
計画していかないとだめ。
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No 箇所 頁 意見等 回答 回答者

40 重点プロジェクト

理念的なことは書いてあるが、問題は実際どう実行するか。２つのプロジェクトは
具体的で評価したいが、その分他の部分は、どうやって税収を増やすのかなど
イメージが沸かない。耕作面積を広げるとかＮＰＯの活動を支援するとか、再生
エネルギーに換えていくとか、それにともなう国の助成金であるとかの動きに、
伊賀市もいち早く対応してほしい。

今回は基本構想の中間案であり、人口減少を踏まえ、方向性を示している。具
体的な部分は再生計画で12月頃に示したい。

副市長

41 「医療・福祉」
医療の充実は行政の義務であり、ここに上がっているのがおかしい。
地域間競争も激しくなる。ここに住みたいと思えるようにしてほしい。

意見

42 「医療・福祉」
地域包括ケアシステム。12年後の2025年を目処にとあるが、もっとスピードアッ
プしてほしい。

12年先に急速に高齢化が進むことから、３年間の計画の中で、来年、遅くても再
来年の取り組みとして考えている。

副市長

43 「医療・福祉」

市長は、鈴木三重県知事との対談の際、20万人規模の病院を作りたいというお
話だったと思うが、状況はどうか。

知事には伊賀、名張だけでことが済んでいるわけではなく、南山城や宇陀、山添
等も含めて圏域が共有する中で発展し、医療や教育、商業の集積があってこ
そ。生活圏を考えると、25万人規模。3次医療まで担える機能が必要と提言し
た。
内閣府の非常事態の医療訓練があり、上野市民病院が地域の拠点病院として
参加した。発言を続ける中で認識されてきたと思う。

市長

44 「医療・福祉」

現庁舎が最優先か。分庁舎に賛成。庁舎に時間とコストをなぜかけるのか。医
療問題が優先。不安で一杯。輪番制いつまでやるのか。市民の80％が優先す
べきという回答に同感。この際、新しい伊賀市立市民病院を建ててはどうか。民
間の医療法人を活用しても良い。定年リタイア世代が帰ってくるのに不安だと思
う。新庁舎は10万人市民平等に恩恵はない。合併10周年記念事業として総合計
画に含んで検討すべき。

最優先は医療だろうと思うが、今までの成り行きがあるので放っておけない。支
所の機能を充実させることが大事。
病院について、いずれ中核的な病院を整備しなければ行けないが、どのような
形であれ、安全が確保されればそれがベストと言うことになると思う。ただし、行
政に携わる者からすれば財政の問題があるので、伊賀地域の特性を考えた上
で津波被害がなく地盤がしっかりしていることからも、近隣のバックアップが出来
る機能を考えていきたい。

市長

45 「医療・福祉」

常勤医の問題。8ヶ月前の体験だが、家族が高熱を出し失神したため救急車を
呼び○○病院に行ったが、つれて帰り、翌日入院するように言われた。
幸い一命はとりとめたが、このような医療体制では外部から住み着く人もいな
い。どうにかしてほしい。

アンケート結果からも最重要との認識。
10月1日付けで上野総合市民病院に内科医が着任する。滋賀医大ともパイプを
深めている。上野総合市民病院の屋根に「ER」のネオンサインがあるが、救急受
け入れという院長の決意のしるし。計画の中にも重点として入れており、施策、
事業としても充実させていきたい。

市長

46 「医療・福祉」

医療の充実が必要。医療都市を目指して、外部からも終の棲家として伊賀市を
選んでもらえるようなまちづくりをすれば、若い世代も入ってくるのではないか。
人口が減って、税収が減るのであれば、外から人を入れて税収を上げ、余力が
あるうちに福祉などの整備をすべき。

農業の担い手や市街地の空洞化が課題。若い世代を呼ぶには、子育てや教育
支援必要。医療のまちづくりも選択肢の一つとしてありだと思う。伊賀が長く元気
な地域だったのは、近隣の医療、教育、商業等の集積地域だったから。もう一度
周辺地域と合わせて２５万人規模を考えて、医療の再生、中核となる病院も考え
ていきたい。

市長

重点プロジェクト
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47 「観光・農林業」

観光・農林業連携プロジェクト。連携というが、現在あるものを列記しているだ
け。連携ということをもっと具体的に示してほしい。
また、高齢化で農業ということ自体が難しくなっている。

農業生産だけでなく、グリーンツーリズム等都会の人の興味の対象となってい
る。そういった農業と観光を組み合わせたニーズを満たし、農業生産の継続性を
担保していきたい。
日野町長と話した際も、高齢化した農家に登録してもらい、修学旅行を受け入れ
ている。耕作体験し各家で生活体験をしてもらっている。農業に対しても感心を
持って帰ってもらっている。
ＪＡがいいのか観光協会がいいのか課題があるが、将来に向けて考えていく必
要がある。観光協会はまだ統一されていないが、地域に密着した組織で考えて
いくことが望ましい。ベースは農家をしっかりとフォローアップできるようにした
い。
今後の着地型観光の取り組みの中では、忍者や芭蕉だけではなく、受け入れる
地域の中で魅力を発見し提案することが必要。お酒や和菓子めぐりなども考えら
れるが、農業ということを大事なポイントとしていきたい。

市長

48 「観光・農林業」

観光について、テレビでは伊勢神宮に1千万人超のの観光客が訪れているとの
こと。伊勢の駅を降りたら、伊勢らしさがある。伊勢のような総合的な取り組みが
必要。今回の総合計画はまだ具体的ではない。

観光はベンチャー。様々な発信をすべき。遷宮効果は3年ぐらい続くといわれて
いる。それを県内で受け止める体制が必要。
地域内でも、モクモクと市内を結びつけるルート作りが必要。取らぬ狸の皮算用
より、どんな取り組みをするか。

市長

49 「観光・農林業」

重点項目。観光立市大いに結構だが、芭蕉でどれだけ人を集められるのか。ど
んな形で集めようとしているのか。忍者フェスタもその期間だけではないか。

世界各国で俳句が広まってきている。中国語俳諧、欧米でも、ヨーロッパの某国
大統領が俳句好きとのこと。我々が思うよりもインターナショナル。インバウンド
の需要に応えていくべき。ポテンシャルがある。忍者も外国でも人気。先日、南
太平洋大学の学生も来た。ポテンシャルをいかに受け止めて、いかに通年の誘
客につなげるか。市民がどう働きかけ実績に落とせるか。

市長

50 「観光・農林業」

観光・農林業について他と同じ程度の取り組みでいいという回答が53.5％は認
識不足。もっとPRすべく行政も取り組むべき。上野城、俳聖殿、崇廣堂、忍者、
松尾芭蕉、藤堂高虎など観光資源は全国でも珍しく集中している。世界にも名を
知られる忍者や芭蕉をもっと広めるべき。それしか発展の道はない。そうした考
えをもとに庁舎の位置も決めるべき。観光をもっと大きく持ち上げてもらいたい。

意見

51 「観光・農林業」

観光客は土産ものを買うところもない。昼食を食べるところもない。それをどうに
かしないといけない。

意見

52 「観光・農林業」

観光についての理解がない人の意見がアンケートに現れている。観光理念を
持っていないといけない。観光バスが停まる駐車場も無いことがおかしい。忍者
等、アメリカや羽田空港でいくら宣伝しても受け入れる体制がない。大阪と名古
屋の間にスポットがほしいが、観光バスの運転手はあそこへ行きたがらない。８
００台から１０００台の駐車場が必要。非常に残念。

意見

53 「観光・農林業」

観光農林業プロジェクト。観光のまちとしての伊賀。国の重要民族無形文化財と
しての上野天神祭の記述がない。他のまつりと差別化できるのは、重要無形文
化財であるということ。しっかりと位置付けて振興発展に協力してほしい。担い手
も少子高齢化で弱体化している。人づくりについて、大きなスパンで応援してもら
いたい。

地元の人間にとっては誇りだが、山を越えて伊勢の方に行くと知られていない。
秋祭りというと飛騨高山まで出かけていく。大阪のテレビ局の人間も、秋の関西
十大祭りだが知っているかと聞いても知られていない。生活圏の中でしっかりと
情報発信する必要もある。

市長
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54 「観光・農林業」

総合計画重点プロジェクトに農林業がある。大山田はほとんど山林だが、最近
は相続放棄も出てきている。受け皿づくりの組織作りに取り組んでもらいたい。
農林業公社の発展と若者の雇用。

都会から若者が有機農法の取り組みに来ている。潜在的な希望があると感じて
いる。

市長

55 「観光・農林業」

農林業。菜の花など単発はあるが、少子高齢化で後継者がいない。私の地域で
も４分の１が高齢者。担い手は60～70代。伊賀市に就職口がないので若者は外
へ行ってしまう。農林業の復活の案はどのようなものか。

もう５年もすれば田を作る担い手がいなくなってしまう。畜牛も７軒が撤退した。
都会には農業に関心を持っている人がいる。実際に営農のために伊賀に入って
きている。どう迎え入れるか、住まいや子育てのサポートの体制を担保しないと
継続的なものにならない。地域も行政もそういう体制をとらないといけない。ま
た、観光と農林業のコラボレーション。農業の成果品を市街地とつなげる。グ
リーンツーリズムが大事。林業については、森と緑の県民税では、県は大きなと
ころを担い、市もどうするか考えないといけない。

市長

56 「観光・農林業」
農林業は、物心両面での支援と理解している。より具体的に施策の内容を表し
ていただければ励みになると思う。

意見

57 「観光・農林業」
ふるさと納税で市からのプレゼントはあるか。 市からのプレゼント（特産品）は、贈っていない。50万円以上を寄附していただい

た方に感謝状をお渡ししている。
企画課長

58 「観光・農林業」

獣害で、農業に対する意欲を失っている人もいる。プールにサルが入っていて子
供が泳げない状態もあった。都会では１匹のサルに大勢で対処しているニュー
ス等見かけるが、行政はどんな意識なのか。

農業被害と安心安全に関わる問題。伊賀市にとって獣害は重要だと認識してい
る。基本構想の下の（仮称）再生計画では、皆さんの気持ちを汲み取って書いて
行きたい。

市長

59 「観光・農林業」

重点プロジェクトに農業を上げている。台風18号で大被害。40箇所以上の崩落
等があった。水が引いてから5時間ほどかけて調べ、被害届を出したところ、市
担当者曰く、県は河川の被害対応をしないとのこと。市事業としてやると、地元
負担が必要となるが、山林を売っても出せない金額。放置すると２次災害が発生
する恐れもあるが対応できない。山村が荒れると下流も荒れる。予算は厳しいと
思うがなんとか助けていただくことはできないか。

台風の被害が多かった。激甚災害指定を受けるべく動くつもり。林業について
は、せっかく伐採にちょうどより切り頃なのに安い。水源の保全も大事。森と緑の
県民税からの交付金も活用する。県の担当部局も対応することになっている。観
光とのコラボレーションで、グリーンツーリズムも含めて外部からの人に山に入っ
てもらう機会を作るのも大事だ。

市長

60 「観光・農林業」

観光・農林業は大いに取り組むべき。24.5％という調査結果だが、農林業では、
伊賀市の特徴として有機農業に取り組んでいる農家が多い。有機農業のブラン
ドを市で支援して育ててほしい。

意見

61 「観光・農林業」

森林の問題。山で育って、里に下って、山に帰ってくる人がいる。山芋の蔓を見
つけるのが上手だとか、木を切ってくれる人だとか。そのような人の支援を市が
リードしてほしい。岐阜の例で、ミドリ隊というボランティアが、まちの共有林５ha
を管理している。

意見

62 「観光・農林業」

林業の具体的な取り組みについて。 林業については、今回の台風被害で間伐材が流れてきて、山が荒れているのが
良く分かる。保全と産業振興の3本柱で、森と緑の県民税を「若者の受け皿とし
ても考えていきたい。

市長

63 「観光・農林業」

28災害で西山では15名亡くなった。林業についてもう少し突っ込んで書いてほし
い。

担い手がいなくなってきた。高齢化で米も牛も育てられなくなってきている。農林
業畜産業をどうするか政策課題と考えている。林業では、荒らさない、間伐材や
手入れが収入につながるようにすること。間伐財については補助金で山から下
ろして、バイオマス等で活用するなど。
森と緑の県民税で県と市とが役割分足して、関連したことに使っていく。
個別の事業については（仮称）再生計画で書いていく。大きな方向性は認識して
いるとご理解いただきたい。
人・農地プランのアドバイザー制度もできた。農地を荒らさず次代に引き継ぎた
い。
国の中間管理機構の様子もまだわからないが、それも含めて農林畜産業をフォ
ローしていきたい。

市長
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64 「観光・農林業」

鈴鹿国定公園や室生赤目青山国定公園と他市町の名前が出ているが、伊賀の
山の名前を載せるようにしてほしい。ゾーンとして考えればそうなるのかもしれな
いが、ピンと来ない。みんなの力が出せる再生化を考えてほしい。

65 「観光・農林業」

観光・農林業を重点にということだが、市で商売をして稼げばいいのではない
か。税収減少のなか、税金を当てにせず、歴史・文化・芸術を活用して日本で初
めての手本となるような商売をしてほしい。

民業を圧迫しないようにほどほどにはしないといけないが、三重県が営業本部と
いうことでやっており、伊賀市でも、例えば営業本部観光戦略課というのはいい
名前だと考えている。

市長

担い手がいなくなってきた。高齢化で米も牛も育てられなくなってきている。農林
業畜産業をどうするか政策課題と考えている。林業では、荒らさない、間伐材や
手入れが収入につながるようにすること。間伐財については補助金で山から下
ろして、バイオマス等で活用するなど。
森と緑の県民税で県と市とが役割分足して、関連したことに使っていく。
個別の事業については（仮称）再生計画で書いていく。大きな方向性は認識して
いるとご理解いただきたい。
人・農地プランのアドバイザー制度もできた。農地を荒らさず次代に引き継ぎた
い。
国の中間管理機構の様子もまだわからないが、それも含めて農林畜産業をフォ
ローしていきたい。

市長
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66 健康・福祉 この福祉センター（青山福祉センター）の使用料も上がるという話だが。 すぐには、わかりかねる。 市長

67 生活・環境

防災行政無線は本来の目的である災害時の放送をもっとしてほしい。基本的な
ことができていないのではないか。そうしたこと一つ一つクリアして、一体となった
まちづくりに繫げてほしい。

意見

68 生活・環境

台風被害について、調べて歩いたところ、行政の怠慢が見える。30～40年河川
の整備をおろそかにしている。解決していく姿勢を市が見せてほしい。市長が国
に厳しくもの申していることには敬意を表したい。

意見

69 生活・環境
伊勢路では、台風18号の際、消防団員の人数が足りず、危険で出動できない状
況。山火事、風水害は人数必要だが無理。災害時の対応再考願いたい。

意見

70 生活・環境
刃物を持った不審者の情報があったが、予算を警察OBの任用に使う等、市民に
目を向けた対策をしてほしい。

警察OB任用も一つの方法だが、市民同士で目配りをしあうという地域の体制が
大事。教育委員会でも学校を通じて啓発している。

市長

71 生活・環境
鳥獣外にしても、産業を守るためというより、生活の安全・安心のために取り組
んでもらいたい。

意見

72 生活・環境

ダムについて、台風18号で水害があった。名張川と木津川と比べると、名張川の
水位は一定。木津川は一気に上がった。川上ダムがあれば水量の調整が出来
たはず。内水逆流によ冠水も発生。ダムの建設を早くし、水力発電を行ってほし
い。

意見

73 生活・環境 集落排水もできない地域への排水整備をお願いした。対応を考えて欲しい。 意見

74 産業交流
観光、市民の意識の変化しないとなかなか発信できない。直ちに効果を云々す
るよりも、今回の雪祭りには市民がこぞって応援していくということが必要ではな
いか。

意見

75 産業交流

雪祭りについて、良い案ではあろうけれど、オリンピック等日本全体の動きからし
て適切な時期ではないのではないか。４００年の際であればいいが、やめたほう
がベターではないか。

意見

76 産業交流

観光重視という点も含め、総合計画は結構だと思う。なぜ札幌雪祭りへの参加
を議会が拒んだのか理解に苦しむ。
反面、きじが台はピンチ。安心安全とあるが、水道に困っている。市水道部にま
だ住民の意識との差がある。市民の立場で協議して欲しい。私たちの提案はほ
とんど「出来ません」と返ってくる。
50％以上に市営水道が入るが、加入金の80万円が出せないために加入できな
い人がいる。分割対応もしてもらっているがそれでも払えない人について、専用
水道が止まると水の供給がストップする。特別な配慮をお願いしたい。

きじが台地区の水道敷設事業は必ずやらなければならないと考えている。水道
部にもどうすべきか具申させる。きじが台は重要な市のメンバーである。

市長

77 産業交流
芭蕉の雪像素晴らしい。 意見

その他意見（（仮称）再生計画の各分野等で整理　　健康・福祉、生活・環境、産業・交流、生活基盤、教育・人権、文化・地域づくり、計画の推進）
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78 産業交流
銀座通りが広くなったが、効果が出ているのはフェスタの時等だけ。市街地に駐
車場が少ない。大きな建物には見合った駐車場が必要。

　 意見

79 産業交流

新聞で雪祭りへの参加について知り気持ちがわくわくしたが、議会では予算凍
結。現職議員に聞きたい。
市の観光ビジョンは中身は立派だが今までの市長はこれに基づいてやってきた
のか。タイミングもあるので、それを逃さず現市長が捉えた。費用対効果という
が、市長・副市長が給与を減額しており、自ら身を削った分で、1年ちょっとでま
かなえる。一つひとつ説明するのではなく大きな流れの中で捉えるべき。議員も
市長の足を引っ張るのではなく、自ら身を削って持ち込みで一緒にやってほし
い。

議会は、市民の意見を聞き、市民全員が参画できる370周年となるよう市からの
説明をすることが必要だと判断した。

出席議員

80 産業交流

新しいまちを作っていこうということだが、中心市街地の活性化だけでは活性化
しない。新天地や天神裏商店街、銀座通りはシャッター商店街。中心市街地の
人たちは本当にまちづくりに取り組んでいるのか。西町、中立町の小さなお店で
はお年寄りが頑張っている。
郡部は合併後１０年、本当に辛抱してきた。まちづくりも、支援事業という形でし
か支援してもらえない。
郡部がお宝を発見して頑張って売り出して再生していくことで、中心市街地も活
性化すると考えてきた。道路や建物、設備をよくするだけでなく、そこにいる人た
ちがいかに努力するか。中心市街地の人たちはどんなプランを持っているのか
良く聞いてほしい。

意見

81 産業交流

雪祭りは実現したら自費で行きたい。やってみなければ費用対効果はわからな
い。市長は身を削っている。今まで他にもっと無駄な支出はあった。残念な議会
だ。議員はもっと勉強してほしい。市長、副市長、職員は頑張ってもらいたい。

意見

82 産業交流
観光について。上野城の木が高くなって、北側から見えない。伊賀で最高のコ
マーシャルタワーであり残念。もっと剪定できないか。

意見

83 産業交流

素直に感じていることは、市長の観光、農業への話は心強い。中心市街地はき
れいになったが、郡部は何もしてもらえない。合併しても良くなっていない。道を
直してほしいといっても相手にされない。

意見

84 産業交流
議会で予算凍結された雪祭りはどうするのか。参加に賛成です。ぜひやってくだ
さい。

このまちのいいものをプレゼンしようということなので、議会、市民に理解してい
ただきたい。

市長
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85 産業交流

観光の発信ということで、札幌雪祭りについて個人的には大変喜んでいる。しか
し、議会報告会で市議会議員４名が出席したうち、１名が予算凍結に反対とのこ
とだった。芭蕉の思いも含めて話をされた。議会は２つの問題で凍結した。１つ
は、市民を巻き込んだ議論から出てきたものとは言いがたいということと、もう１
つは費用対効果の説明が不十分ということだった。伊賀市は前市長時代から立
派な観光ビジョンがあったがやってこなかった。「地域のことを学び、情報を集
め、発信する」「大きな市場を持つ主要な観光地を訪れる観光客に対し、伊賀の
魅力をアピールする」とある。札幌雪祭りは絶好のチャンス。外国人観光客を集
めるために浮世絵風のポスターも出来たらしい。外国人観光客の誘客について
もビジョンにある。岡本市長になって観光について意欲的に行われるようになっ
たのだなと思う。そのような基本的な流れがあり、発表があったのは８月23日。
凍結の付帯決議は9月27日。34日間ある。市議会の役割というのをホームペー
ジで見ると、日常の活動から得た市民の意見や要望を市の仕事に取り入れま
す、とある。凍結に賛成した、札幌に言ってはダメだと言った議員はこの34日間
何をしていたのか。また、費用対効果については、観光という性格上簡単に結果
が出るものではない。その中で、市長と副市長はは昨年の12月議会で、観光予
算委積み増しするとうことで、給与を20％カットして身を削って既にやっている。
期末手当を含めると、2月の雪祭りの半年後の8月にはその分でまかなえる。費
用対効果というのは理由としていかがなものかと思う。この際市長の思いを市民
みんなで応援してはどうか。議員からは、なぜ凍結したか納得いく説明をお願い
したい。

意見

86 産業交流

札幌雪祭り、幻住庵記、銀座通りの桜と松について。岡本市長は文化・歴史に
造詣が深く、評価したい。NHK大河ドラマに、藤堂高虎が取り上げられるかもし
れないということ。もしそうなった時には高虎の顕彰をし、銅像を建ててもらいた
い。

意見

87 産業交流

全国で1万2千ほど菅原道真公をお祭りしている神社がある中で、上野天満宮だ
けが大宰府や北野天満宮よりも国の重要無形文化財指定を受けていることにつ
いて、市民にもしっかりとご理解をいただきたい。

意見

88 産業交流

雪祭りの件。議会では、19名の付帯決議案賛成により予算凍結となった。これに
反対し、参加賛成は４名。市の説明不足ではないか。236万人が参加する祭り
で、道外からも35万人来ている。伊賀の物産を誇りとして宣伝する絶好の機会。
費用対効果と言うが、80１万円使っても200万人集めることは出来ない。夢のあ
る話。芭蕉自身も蝦夷地に夢を持っていた。60年前の昭和27年、当時の中井市
長が500万円の赤字を覚悟で世界子ども博覧会を実施した。議会の反対もあっ
たが、市が赤字でも市民が儲ければ良いと説得し満場一致となった。忍術博物
館等その時の業績が忍者ブームのきっかけとなり、現在にまで経済効果をもた
らしている。

意見

89 産業交流

雪祭りの予算凍結解除ならず残念。
エネルギーを使うがパワーをもらえる。伊賀市をアピールすることを凍結すること
に賛成した議員に考えを聞きたい。

意見
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90 産業交流

雪祭りは北の方にはアピールできるかもしれないが、あまり全国的にはならない
のではないか。物産販売であれば、メッセ等全国から集まる場所は他にもある
のではないか。三重テラスの活用の他、楽天サイトと契約する等色んなチョイス
を示して雪祭りと比較しないと、議員を説得できないのではないか。ぜひ説得力
のある交渉をしてほしい。

意見

91 産業交流

市長の公約を実践してもらいたい。
観光農林業を重点的に取り組むということの具体化が雪祭り。PR効果が薄いと
いう人もいるが、ユニークなもので、感銘を受けたという人もいる。

意見

92 産業交流
雪祭りについて、議員は伊賀市の方向性を考えて議論しているのか。市長いじ
めではないのか。

意見

93 産業交流
雪像について、費用対効果はどうか。伊勢は全国的な観光地で、遷宮という大イ
ベントもあったが、伊賀が同じようにやって効果があるのか。

取らぬ狸の皮算用よりも、その取り組みによって多くの人の意識が変わって行く
効果も重要。

市長

94 産業交流

観光立市というが、現在北庁舎跡いつになったら工事現場のような柵はなくなる
のか。観光地らしい景観に出来ないのか。

歩道の整備工事について、今年度に着工する計画で進めている。 管財課長

95 産業交流

農林業について、現状を正確に認識していないのではないか。この案について
は５０年ほど前の、「業」としての農業であって、現在の営農の多くは「資産管理」
だと思う。現状把握を再検討すべき。

意見

96 産業交流

観光に力を入れるということだが、芭蕉３６０年の時は、県が予算を投入したにも
関わらず、その後の伊賀市の観光に効果が現れなかった。３７０年の後も同様
の心配がある。お金を落としてくれる外国人観光客も昨年度から16％ぐらい増加
している。どのように考えているのか。

360年の際は、2億円ぐらいの予算だった。今までは、芭蕉を観光で使うのはタ
ブーだったが、今は旅の芭蕉ということで、良い観光資源として実行委員会で採
り上げていけば良いのではないか。発信事業が大事。

市長

97 産業交流

伊賀市の中心である銀座通りが衰退している。 観光については資源に富んだまち。各旧市町村単位で存在する観光協会を統
一して、ネットワークを張って着地型観光に取り組んでいきたい。市街地の町家
の景観整備も必要。おもてなしの気構えが大事。桜並木によって観光客を誘導
できるのではないかと考えている。反対もあるがきっかけを作って市民がどう関
わっていって、活用して成果を生んでいきたい。

市長

98 生活基盤

今後、人口は減少する。全体のパイが小さくなる中、総合計画で特徴ある地域
づくりをもっと強調してほしい。中活に財政投入するのも分かっているが、地域の
取り組みの環境を作ってほしい。

郡部の人たちが危機感を持って親身に考えているのが分かる。頑張っていると
ころに支援をし、のほほんとしている人にも、自分達のことは自分たちですること
を意識してほしい。事業の見直しをする中で減ってしまったという場合もあるかも
しれないが、平均化の痛みの理解もしてほしい。

市長

99 生活基盤

街並みの保存が出来ていない。もっと早くからまつづくりすべきだった。まだ古い
ものが残っているので、それなりに財産である。行政が責任を持って発信して
いってもらいたい。

意見
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100 生活基盤
災害等で地域から、傷んでいる道を直して欲しいなどの要望にも、お金がないと
の返事だった。

意見

101 生活基盤
救急車が通れる道の確保必要。地域住民の声もあるが、必要なものは行政が
リードして進めることも必要ではないか。

意見

102 生活基盤
青山では雨が降るたびに、道路が通行止めになる。早くどうにかしてほしい。 意見

年間6,000万円の運営補助をしているが、利用者数は減少している。バス交通
も、今までも見直しをしているが利用者は伸びない。乗用車の利用に偏っている
この地域の特長。運転が出来ない方の移動手段として公共交通の維持・確保に
努めたい。ご提案のルートを採用した場合の他への影響も含め検証したい。

企画課長

マイカーの駐車場も含め考えたい（市長） 市長

104 生活基盤
青山町駅から上野市駅までつないでもらいたい。多くの人の交流を促してもらい
たい。

意見

105 教育・人権
８月６、９、16日のサイレン全市を上げてやってほしい。平和を愛する市民を育て
てほしい。

意見

106 教育・人権

小学校の校区再編ということが問題になっているが、統廃合と総合計画との関
係について。総合計画での教育の問題について、大きくまちづくりにかかわるの
に、教育委員会関係者がこの意見交換会に出席していないのは残念。９月議会
でも、教委が進めている校区再編案について、反対意見が出された。前政権で
の案の方がよかったという意見だった。しかし、いずれの案も少子高齢化を統合
によって乗り切ろうというのは同じ。校区再編、統合には絶対反対。複式学級の
解消を言うが、複式学級に問題はない。江戸時代の寺子屋や崇廣堂も全部複
式学級だった。年の違う子供達が教えあったりして優れた人材を輩出した。明治
維新の原動力となったのもこうした教育を担ったのは寺子屋や藩校。明治以降、
近代化政策によって画一的な企画化を文部官僚によって進められてきて、我々
の頭がそれに慣らされているだけ。これからは多様性を認めていく時代。学級規
模も多様性がある方が良い。校区の自由かも認めていけば、大きな西小学校に
きている子供達が農村部の自然環境の豊かな小さな学校に行かせたいという
ニーズがきっとあると思う。花垣小学校等小さな学校も存続させて、個性的な取
り組みをすれば子供が集まる。校舎の増築工事など場当たり的な教育政策は止
めて、伊賀市全体の小学校のあり方を考えるべき。中学校は統合されてしまい、
取り返しがつかないが、小学校で同じ過ちを犯してはいけない。明治以降の歴
史を積み上げてきた西部の４小学校や北部の４小学校には大きな意味がある。
その地域の活力が失われ、一番大切な農林業・畜産業も衰退していくのが眼に
見えている。説得の材料をこれからも集めたいが、とにかく現在の案は撤回して
いただきたい。統合以外の、地域の中核となる学校を守っていく案も提示しても
らいたい。
ムダのない財政というが、解体新築でお金が係る。統合しなければお金はかか
らない。

お考えは個人的なはよく理解できる。子育てのしやすいまち、子供達の教育が
大事な柱。個別の校区再編については、教育委員に申し述べたい。

市長

103 生活基盤

交通について。伊賀神戸～市内のコミュニティバスを作り、ゆめが丘、市民病
院、ハイトピア、市役所、城、だんじり会館、アピタ、運動公園、JR伊賀上野を結
ぶルートを本格的に考えてはどうか。毎年6000万円の助成と言うこともあり、将
来の伊賀鉄道の廃線を踏まえて考えていく必要がある。もっと利用しやすい交
通機関が発達すれば観光客も伊賀市に入ってきやすいと思う。
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107 教育・人権

一番大事なのは、人口を減らさないということ。今の子供達は、大阪等へ出て行
き、残るのは高齢者。出来るだけ伊賀に止まるような政策が必要。
また、外から人を引き込むのに、大学や専門的な学校があるといいのではない
か。

減るのを見ているだけというわけにはいかない。若者がここにいたいという動機
が必要。おっしゃるような教育環境や、安心できる医療環境かもしれない。豊か
な自然環境かもしれないが、いずれにしろ働く場所が必要。入ってきた企業に対
し、しっかりとケアして伊賀にいるメリットを示したい。例えば、物流であれば大阪
名古屋の中間であること。若いうちは外にでてみてきてもらいたいが、帰ってきて
もらって、このまちを大事にしてくれる人を育てたい。

市長

108 文化・地域づくり

芭蕉生家を一本化できないのか。 偉大な人になるほど伝説が生まれる。どちらをつぶすということではなく、学術研
究としては専門家にしていただくとして、皆さんに興味を持っていただければい
いのでは。

市長

109 文化・地域づくり

上野の観光語り部をしていた。芭蕉の生誕地が分からないと案内するのが心苦
しい。芭蕉は故郷の風景として下柘植の絵を持っていた。まちづくり協議会も
もっと勉強して本当の生誕地ということを出して正しい歴史を残していくのが私た
ちの勤めだと思う。歴史研究者も混乱している。

意見

110 文化・地域づくり 芭蕉翁記念館は俳聖殿の近くに建ててほしい。 意見

111 文化・地域づくり

住民自治協議会何も動いていない。住民自治協議会や自主防災組織が自治会
の中で認知されていない。現実を見て何とかしてもらいたい。

意見

112 文化・地域づくり

新市９年。楽天は９年目で優勝した。伊賀市はどうか。住民自治協議会は本当
に出来てよかったのかいまだに疑問。先日の大雨の時も、自治協はどうしたらい
いのか。支所があり、市民センターの職員がいる。自治協は詰めなくていいのか
というと、いいという。現実に区長さんたちはすごい活躍をしていた。それに対し
て自治協は将来どうなっていくのか心配。ボランティアでと言うが、７０～８０代で
やっていけるのか。経済的にも精神的にも豊かでないとボランティアはやってい
けない。総合計画の中で十分考えていただきたい。

意見

113 文化・地域づくり

市民センターは要らないと思う。市民センターに証明書等とりに行きにくい。支所
機能を高めて、人件費は少なく押さえてほしい。

支所機能の充実は、広い伊賀市を本庁だけではカバーできない。市民センター
は地域の活動拠点でもあり、事務もこなしており、位置づけはしっかりさせていき
たい。

副市長

貴重なご意見。名張市では、住民自治協議会単位でコミュニティバスを運行し、
市が支援している。今後そういった事例も参考にしながら、地域の交通手段の充
足について検討していきたい。ただし、市の補助金だけで運用するのが良いの
かどうか。利用者があって始めてバスも生きてくる。みんなで支えていくというこ
とがないと長続きしない。先行事例をみても、各世帯で定期券を購入したり、経
由する店や診療所からも協力してもらいながらやっている例がある。

副市長

支所については、伊賀市は558ｋ㎡という広さ。地域ごとにさまざまな暮らし、経
済、文化等があり、支所は地域の要としての役割が大事。ただし、今までのよう
な規模の支所かどうかは検討必要。しっかりとした人材を配置し、財政面も含め
て権限を委譲していくことが必要。地域内分権が大事。

市長

114 計画の推進

３つの政策は今までにないまとめ方で良い。都市マスの中では支所付近を地域
拠点としており、島ヶ原にも地域拠点があるが、地域レベルでもこの３つの政
策・・・。小地域の中で、医療、買い物などの機能が残っていないといけない。
医療においても地域にある個人診療所を利用している。行政バスは小回りの利
く交通手段として運用の仕方を地域に任せてもらいたい。現状の費用400万円が
600万円程度になるかもしれない。地域では考えがあるが、実現できない。地域
に権限移譲してほしい。
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115 計画の推進

パブリックコメントはホームページを見ろと言うが、役所からパソコンをもらってい
ない。使い方も教えてもらっていない。今の行政は全てそう。高齢者等使えない
ものばかりでどうやって参加できるのか。これが今の行政。国も県もそうだ。

意見

116 計画の推進

広報いが市は、紙面が変わってよくなったと思うが、中に広報誌にふさわしくない
記事もあり、もったいない。
それより、台風18号の被害は何故起きたかを分析して、何十年も問題を放置し
てきた行政の怠慢を、つらくても書くべきではないか。

意見

117 計画の推進

東日本大震災でも、津波や放射能に対して若年層は移転をするが、高齢者は住
み慣れたところに居たいと言うなど、年齢によって意見が違う。パブリックコメント
の意見なども年齢構成でも整理してほしい。

　 意見

118 計画の推進

情報共有の話と住民の救済とをセットとして考えてもらいたい。
納税をしたら、その使途をはっきりさせないといけない。支払った税金がどのよう
に使われたのか、税目外のところへ使われたのではないか、法律に適合しない
使われ方をしたのではないか、と疑ってしまう。納税者に理解してもらえるよう、
説明責任を果たしてもらいたい。

意見

119 計画の推進

指定管理制度を進めるのはいいが、B&Gグラウンドの照明の大きな部品が落下
して危険なのに、お金がないからとロープを張って近づかないようにと言うだけ。
安全確保ができる指定管理でないといけない。確認は誰がするのか、管理は誰
がしていくのか。

さまざまな意見をいただいた。地域のあり方、市民とどう関わって行くべきか、重
要な振興策がどのようなものか、市民主体ということなど、見直すべきところは見
直して、加えるべき事は加えて充実したものを作って生きたい。

市長

120 計画の推進

地域が寂れていく。主権在民である。地域住民を一番の基本として重視して欲し
い。新庁舎には、高齢者、障がい者と同じように、教育、ローン、税、暴力、テロリ
ズム、いじめ問題、中小零細企業やNPO法人、生活に困っている人のための、
常設の相談窓口を設置して欲しい。

意見

121 計画の推進 庁舎の問題とどう関係あるのか。 直接には関係ない。 市長

新しい庁舎を考えるに当たり、必ずしも統一庁舎が必要か、答申を踏まえて判断
し議会へ図り決定していただく。
支所と本庁の充実が地域の元気につながるが、大きな支所ということが大きな
建物、大人数の職員と言うことではなく無駄のないサイズの決定権、財政力を
持った、地域に密着した振興機関として、本庁との補完関係が必要。
東に本大震災では支所があった市のほうが復興に役に立ったと総務省が報告し
ているという面もある。

市長

分散している現状は市内の利用者からも不便だという声を聞いている。しっかり
検討したい。

副市長

122 計画の推進

庁舎については、北庁舎がなくなり分庁方式でいいという検証ができたのではな
いか。
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123 計画の推進

職員の意識改善、能力アップをして欲しい。庁舎内の美化活動への意識も必
要。行政サービスどころか掃除もしていない。職員の勉強会を月３日ぐらいして
はどうか。職員の能力が低いので、相談しても対応してくれずどうにもならない。

職員については、これからもっとしっかりとした人材を途中採用でもいいから入
れていかないと、困難な時代に対応できないのではないかと思う。
個人的には、人員削減は無理なダイエットではなく、必要な人材はいなければな
らない。平成２７年に現在の削減計画は終わるが、将来につなげる若い職員を
増やしていくことをしなければいけないと思っている。

市長

124 計画の推進

箱物の稼働率が低いところにも職員がいる。その職員が何をしているのか全く
見えない。催しがあっても看板も出ていない建物もある。市長が目配りしてアド
バイスしていただきたい。

意見

125 計画の推進
医療の問題が重視されているが、障がい者雇用率低い。ふれあいプラザのトイ
レは手すりがなく使えない。駐車所も狭い。職員の弱者への意識が低い。教育し
てほしい。

弱者に優しい視点については反省しなければいけない。ユニバーサルデザイン
についても配慮することは当然のこと。

市長

126 計画の推進 借金持ち寄り合併で苦労している。 意見

127 計画の推進

まずはお金の問題とはいえ、高齢化が進む中、公共交通が乏しい。住基カード
というのもあるので、身近なところでお金がかからないように取得できるようにし
てほしい。人を配置しなくても、IT技術により支所でも本庁同等にできないか。リ
スクもあるが閉じたネットワークでやればリスク軽減もできるのでは。なるべく経
費節減で。分散型のムダをなくす工夫をしてほしい。そのようなプランを練る審議
会等を設置する等して検討して、不便もムダもなくしてほしい。

支所と本庁のあり方について、無駄のない行政をとのご意見。今ではコンビニで
も諸証明を発行しているところもある。ＩＴ化が進み、今までの常識が追いついて
いかない時代。本庁と支所のあり方は、地域が不便なく元気が出るようにした
い。地域ですべきこと、本庁ですべきことを見据えていくことで無駄もなくせる。

市長

大切なポイント。大事なのは人づくり。意欲を持ったリーダーシップを発揮する人
やグループが大事。地域内分権について、まちづくりの基礎単位と向き合う支所
（人員、権限、予算）にしたい。連邦制のようなイメージ。
地域が先導的に・・・後継者の問題

市長

今まで以上に地域振興の支援をできるように検討している。 副市長

129 計画の推進
選挙までの４年間、議員に市民の声が届く部屋を作って、直に少数意見を反映
させる制度を創設して欲しい。

意見

130 計画の推進
いかにお金を使わずにフットワーク軽くやるかどうか。より住みやすいまちにして
ほしい。頑張ってほしい。

意見

131 計画の推進
地域で育った人の雇用がなく大都市へ出て行く。地域が将来的に成り立ってい
かない。行政がどう手を差し伸べてくれるのか。その中で支所の役割とはどうい
うものか。

支所は地域振興の役割を担う。 市長

132 計画の推進
縦割りのそれぞれの部署が書いた文章を寄せ集めただけで、最後の全体の
チェック体制がない。当たり前のことを書いてあるだけ。

意見

133 計画の推進

古い計画のPDCAを示してほしい。これがないと新しいことには取り組めない。P
からPに走っている。実行責任者が誰か分からない。どのように対処するのか。
「PDCAの構築を目指す」ではなく本格導入するのが当たり前。それが分からな
いのか。

意見

128 計画の推進

大きな支所、小さな本庁は地域内分権と整理されていたと理解している。支所へ
の権限移譲も期待しているが、住民自治協議会に対して何もかも持ってきてい
るように思えてならない。人づくりが何より大事。具体的な支援ももっとしてもらい
たい。
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134 意見交換会
9月1日号広報いが市では本日の開始時間が午後5時からとなっていたと思うが
誤りか。

事務局の不手際で申し訳ない。９月１日号では午後２時からと記載してしまい、
15日号で午後1時31分との訂正を兼ねた再周知のチラシを入れた。

企画課長

135 意見交換会
今日の説明は札幌雪祭りの芭蕉氷像の議会での予算執行凍結による市民への
意見聴取を兼ねているのか。

そのとおり。これだけでなく様々な機会を捉えて市民の意見を聞いていきたい。 市長

134 意見交換会

新聞報道によれば、今日は庁舎についての意見交換会のはずだが、総合計画
の説明で40分も経過しており、肝心の庁舎の話をする時間がなくなるのではな
いか。進行はどうなっているのか。

最初にも説明したとおり、本日は「新しい伊賀市総合計画基本構想中間案」と
「庁舎整備計画中間案」の二つの計画についての市民意見交換会であり、それ
ぞれ約1時間程度で順に進めさせていただく。

企画財政
部長
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Ｎｏ 箇所 頁 意見・提案 左記意見に対する回答
計画へ
の反映

1 全体 ‐

どんなムダがあり、そのムダを省いていくプロセスが明示されてい
ない。
その上で全体のグランドデザインがあるのでは。

基本構想の中では、方向性として「生活の質を維持・向上で
きる『身の丈に合った』まちの機能へ、集中・適正化していく」
ことなどを謳っています。具体的な取組内容については、再
生計画の「計画の推進」においてお示しします。

2 全体 ‐

総合計画のイメージについて
政策施策を総合化する計画からマネジメントする計画に変えると
の計画であるが、計画がなければマネジメントできない。矛盾して
いる。

計画が多層的に、かつ個別的にある現状は、必ずしも適切
なマネジメントができているとは言えないため、効率的に取
り組めるよう、必要な計画に収斂し、総合計画を中心として
進行管理を図ることを考えています。

3 全体 ‐
全体像について、後期基本計画が２７年度までであるが、無くす
のか。後期基本計画の主な事業の検証はどうか。

（仮称）再生計画の政策・施策と事業を作っていく段階であ
り、検証しながら進めています。

4 全体 ‐

平成27年度までの後期基本計画を議会として認めた。まず、検証
し、できたもの、できなかったもの、新規事業など、26年度から27
年度の分は没にするのか。

あくまでもベースは後期基本計画。しかし、市長の政策理念
や市民の皆様のご意見、現在の社会経済情勢等も盛り込
み、個々の事業を検証のうえ、引き続いて実施します。

5 全体 ‐

後期基本計画と今回策定する総合計画の関係性を市民へも説明
する必要があった。新市建設計画の見直しはどうするのか。
また、総合計画は誰が作るのか。

後期基本計画と再生計画の関係性については、タウンミー
ティングやパブリックコメント募集時に市民の皆様へわかり
やすいようお伝えします。
また、新市建設計画の改定については、先行して策定する
総合計画に基づきますが、新市建設計画の変更は期間の
延長や時点修正が中心となり、計画のベースは変わりませ
ん。
総合計画は、市民の皆様と策定していくものであり、市民の
代表としての市議会や審議会や市民の皆様から直接ご意
見を頂く機会として、市民意見交換会の開催やパブリックコ
メントの募集を行っています。

6 全体 ‐

新しい伊賀市総合計画の「新しい」はどうか。「誇れる伊賀市総合
計画」として、これまでの施策を全否定ではなく、ちょっとしたプラ
スがあるようなニュアンスが大切。

「新しい」は、新たに策定することがわかりやすいように呼称
していますが、基本構想も改定することから、通例では合併
後最初の基本構想の改訂となりますので、「第２次伊賀市
総合計画」となりますが、ご提案いただきましたご意見につ
いて検討いたします。

【反映】

7 全体 ‐

（仮称）再生計画での言葉の使い方で、「再生」、「新しい市長」を
あえて入れていくのか。これまでの市政が死んでいるイメージが
ある。

今回の総合計画における「再生」とは、新しく創り出すだけで
はなく、既存の取り組みにもスピード感を増して取り組むこと
を含めて考えております。
なお、基本構想本編には、「新しい市長」との表現は記載し
ておりません。
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Ｎｏ 箇所 頁 意見・提案 左記意見に対する回答
計画へ
の反映

8 全体 ‐

総合計画は夢を語れる、誰が見てもわかりやすい表現であるべき
で「再生」はどうか。

今回の総合計画における「再生」とは、新しく創り出すだけで
はなく、既存の取り組みにもスピード感を増して取り組むこと
を含めて考えております。 体系図

9 全体 -
「簡略にわかりやすく」、「誇れる伊賀市づくり」のために身のある
ように。

ご意見の趣旨については、策定当初から策定方針にも掲
げ、策定を進めています。

10
基本構想

「基本理念」
8

文章がわかりにくい。市民、地域が自らの責任のもと、まちづくり
の決定や実行を行うとともに～

ここは「自治基本条例」の文章に合わせたものとなっていま
す。
次回の条例見直しの検討課題といたします。

11
基本構想

「基本政策」
9

「おおきな方向」とあるがまちづくりに使う表現としてどうか。 「まちづくりへの基本政策として」に修正します。 【反映】

12
基本構想

「基本政策」

10
11
12

【「○○」に向けて展開する政策】とあるが施策では。 本計画の体系が、「基本政策」－「政策」－「施策」になって
います。

13
基本構想

「基本政策」
「安全・安心」

10

「～不安のなかで私達は生活しています。」は、いたずらに市民に
不安を煽る可能性があり、そうじゃない人もいる。行政が作る文書
としてよろしくないので、削ってはどうか。

市民意識調査などからも、現状・将来に対し、市民の皆様が
さまざまな不安を抱えていることや、審議会のおいても厳しく
なっていく状況を市民の皆様と共有していくため、あえて厳
しい表現を用いるようご意見もあることから、このような表現
としました。

14
基本構想

「基本政策」
「安全・安心」

10

10行目、「不安をぬぐい去り」→「不安を取り除き」では。 「こうした不安を取り除き、将来に向けて」に修正します。 【反映】

15
基本構想

「基本政策」
「安全・安心」

10

○と●の数が合わず、●の内容をもっと適切に。自然エネルギー
の推進を入れるべきでは。

○については不安を例示したものであり、政策と対応させる
ことを想定したものではありません。

16
基本構想
基本政策
「活力」

11

工場立地と人口増が一番活力を生むのでは。
人口増をもっと積極的に進めるべき。人口増をもっと協調強調す
べき。

全国的なすう勢からも、人口増を望むのは難しいと考えます
が、若者をはじめとする人口の定着化を図るべく、企業立地
の促進や産業の活性化などを盛り込みます。

【反映】
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17
基本構想

「基本政策」
「人・地域づくり」

12

8行目、12行目の「引き続き、」は再生ではない。「さらに、子どもた
ちの個性を～見据えることができる～」はどうか。

「～教育を大切にしてきたまちです。引き続き、」を「～教育
を大切にしてきたまちです。さらに、」へ、「～持続していくた
めには、引き続き高齢者～」を「～持続していくためには、こ
れまで以上に高齢者～」に修正します。

【反映】

18
基本構想

「基本政策」
「人・地域づくり」

12

「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～」からの文章で、「「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と機能しているこ
とが重要です。」は不要。行政は何をしいたいのか、行政はどんな
サービスをしていくかを記載する必要があり、「さらに、～でき、」ま
でがおかしい。

「さらに、市民の安全・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
社会が機能していることが重要です。
人口が減少し、高齢化が進むなか、地域社会の機能を維持
するためには、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」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。」に修正します。

【反映】

19
基本構想

「基本政策」
最終頁

13

２行目、「市民、自治組織、市民活動団体、企業、行政が力を結集
して」は、総合計画ではあらゆる人達ではないのか。
ここではまちづくりの基本政策の実現であることから、「あらゆる人
達が力を合わせて、結集して取り組むものであります。」など、端
的に記載してはどうか。全部のところに市民のことを書こうとした
ら、市民、自治組織、市民活動団体、企業、行政全てを記載する
ことになる。

人口減少と財政の縮小が想定される今後の市政運営の基
本として、市民をはじめとするさまざまな主体がかかわるこ
とが必要であると考え、このような表現としました。
「以上の「まちづくりの基本政策」は、人口減少、少子高齢
化、財政縮小といった現状のなかでは、市民、自治組織、市
民活動団体、企業、行政など、あらゆる主体が力を結集して
～」に修正します。

【反映】

20
基本構想

「基本政策」
最終頁

13

「身の丈にあった」＝計画にのせる表現としてどうか。人権の視点
でどうか。差別的用語と指摘する大学の先生もいるが。

「まちの規模に応じた」へ修正します。 【反映】

21
基本構想

「土地利用の方針」
14

森林ゾーン
観光とクリーンエネルギー推進で風車・水力・バイオ発電等の自
然エネルギー推進を入れる。
農地ゾーン
水路整備等のハード機能の保全も入れるべき。農業基盤の維持
管理ができての農地ゾーンである。
市街地ゾーン
ＮＰＯ等市民が中心になって市街地を活性すべきである。記述が
ない。

各ゾーンでの具体的な施策については、再生計画の分野別
計画の中でお示しします。

22
基本構想

「土地利用の方針」
14

P14土地利用の方針　都市計画税⇒線引きの結論が出ていな
い。市街化区域、調整区域の課題がどこかに必要。

再生計画の分野別計画（生活基盤）において、具体的な課
題と施策の方向を明らかにします。
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23
基本構想

「土地利用の方針」
14

都市計画では、市全体を見直しといっている。 再生計画の分野別計画（生活基盤）において、具体的な課
題と施策の方向を明らかにします。

24
基本構想

「土地利用の方針」
14

8年間の課題の記述が必要。市街地の空洞化が無い。周辺の線
引き⇒土地の利用の仕方。

再生計画の分野別計画（生活基盤）において、具体的な課
題と施策の方向を明らかにします。

25
参考資料１

「市政再生のため
の指針」

18

「伊賀市政再生のための指針」この文言が、夢を語る計画である
べきなのに、よくないと思う。

今回の総合計画における「再生」とは、新しく創り出すだけで
はなく、既存の取り組みにもスピード感を増して取り組むこと
を含めて考えております。

26
参考資料１

「市政再生のため
の指針」

18

多様な主体の連携がわかりにくいため、もっとわかりやすく説明す
ること。

市民の皆様へ再生計画中間案をお示し指定際、留意いたし
ます。

27
参考資料１

「重点プロジェクト」
18

観光も農林も取り組むことで、６次産業、農商工連携の推進で結
果を求める推進とあるが、これを推進することで何を求めるのか
見えない。整理すべきである。

再生計画の重点プロジェクトにおいては、３年間で達成すべ
き目標を掲げることを考えています。

　

28
参考資料１

「重点プロジェクト」
18-19

成果と書いた限りは、何か具体的なものがないと、市民がこれで
良かったということにならない。

再生計画の分野別計画において、各施策単位で成果指標
を設定します。 　

29
参考資料０

重点プロジェクト
「医療・地域福祉」

18

右側の取り組みをすることによって、左にある成果が現れるはず
であるが、地域医療の充実は、市民の皆さん方が求めているの
は、救急医療体制であり、救急医療体制をしっかりしようと思った
ら、医者の確保が必要です。
地域医療のこの包括ケアシステムの共通課題やニーズを把握す
るだけでは、成果にならない。その後何をする、成果を求めてるの
がないから。
右側の市民病院の機能強化を３年間取り組む、その内容がこっち
側だったら、今度は総合計画に載っている、この病院のしくみのな
かで、電子カルテとか救急医療とか、一次医療とかいろんなことを
してが、ほとんど４つのうち３つができている。後期基本計画に記
載されている。応急診療所、医療相談ダイヤル２４、市民病院の
耐震化、電子カルテ。あと、応急診療所の管理運営が、ここに
載ってるこれだけが残ってるだけである。このプロジェクトはもう少
し整理するべきと考えます。

再生計画の分野別計画が一定まとまった段階で、重点プロ
ジェクトの内容については、精査いたします。
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30
参考資料１

重点プロジェクト
「医療・地域福祉」

18

地域包括ケアシステム
課題やニーズの把握が総合計画か。
集落地域の担い手～にすべき。
ケアシステムの目標を記述すべき。

ここは概要を示したものであり、再生計画の中で具体的に
記載します。

　

31
参考資料１

重点プロジェクト
「医療・地域福祉」

18

後期計画では「いつでも、どこでも、高度医療」とある。医療・地域
福祉の重点プロジェクトの施策内容が後退しており、再度、プロ
ジェクトの中身を見直すべき。

現基本構想において設定した「生活課題」に依っています
が、市民のニーズとしては、より現実的に「市内で救急医療
が受けられる」ということであると考えます。
ただし、再生計画の分野別計画にも関連いたしますので、
分野別計画との整合を図ります。

　

32
参考資料１

重点プロジェクト
「観光・農林業」

18

人・農地プラン
補助金の名前を書いて意味があるのか。
集落地域の担い手～にすべき。
基本になる農業基盤の機能維持が抜けている。

ここは概要を示したものであり、再生計画の中で具体的に
記載します。

　

33
参考資料１

重点プロジェクト
「観光・農林業」

18

森林の適正管理
管理して公園にするのか。
材木の公共施設利用等記述すべき。

ここは概要を示したものであり、再生計画の中で具体的に
記載します。

　

34
参考資料３

重点プロジェクト
「医療・地域福祉」

33

岡波病院が１０年以内の移転を希望されており、上野市民病院の
改築時期とも重なってくるので、その機会を逸することなく、病院
再編を行って貰いたい。

事業実施における参考意見として承ります。

　

39



総合計画基本構想中間案市議会議員意見・提案一覧

Ｎｏ 箇所 頁 意見・提案 左記意見に対する回答
計画へ
の反映

35
参考資料３

重点プロジェクト
「医療・地域福祉」

33

関連施策名と内容で、救急診療所の運営、二次救急医療体制と
将来の医療体制に関わる検討とあり、内容が書いてあるが内容
がおそまつである。二次救急医療体制の確保の内容。伊賀地域
の救急実施病院との会議を定期的に開催し、二次救急医療体制
の確保に取り組みますとあるが、これは何をするのか。これぞまさ
しくドクターの確保ではないのか。内容には、ドクターの確保を行
い、マンパワーで支えるっていうことが必要ではないか。ここに会
議を定期的に開催する、それが二次救急体制の確保になるのと
思うし、それが内容であれば、内容が弱い。
将来の医療体制にかかる検討、内容は何かといえば２０２５問題
を踏まえ、団塊世代が老人になるときを踏まえたまあ医療体制に
ついて検討するとあるが、これでは、内容にはならない。何をする
のか具体的な内容を書かなかったら、関連施策、基本構想まで書
いておきながら、内容は元へ戻っている。ここのところはもう少し
各論で書く必要があると思います。

再生計画の分野別計画において、具体的な課題と施策の
方向を明らかにします。なお、再生計画の分野別計画が一
定まとまった段階で、重点プロジェクトの内容については、
精査いたします。

36
参考資料３

重点プロジェクト
「医療・地域福祉」

33

「現在、私たちのまち」とあるが、伊賀市では、「私たりのまち」を条
例で地域のことを指したのが多くあるため、総合計画では「伊賀
市」とすべき。

再生計画の重点プロジェクトの検討において見直します。 【反映】

37
参考資料３

重点プロジェクト
「医療・地域福祉」

34

市内の医療機関は～医師会とはどうか。行政が責任をもって受
診拒否等の対応ができるのか。

担当課において、関係団体のご意見も伺っています。

38
参考資料４

重点プロジェクト
「医療・地域福祉」

34

社会福祉協議会や福祉法人も参画するとあるが、ここまで書ける
のか。

担当課において、関係団体のご意見も伺っています。

39
参考資料５

重点プロジェクト
「医療・地域福祉」

34

市民への呼びかけのような文章は、総合計画にふさわしくなく、別
のところか地域福祉計画とかでした方がいいと思う。

重点プロジェクトでは、各主体の役割として、あえて掲載して
います。

40
参考資料３

重点プロジェクト
「医療・地域福祉」

35

保健・医療・福祉の連携に子どもが出てこない。付け足す必要
は。

再生計画の分野別計画において、具体的な課題と施策の
方向を明らかにします。
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41
参考資料３

重点プロジェクト
「観光・農林業」

38

松尾芭蕉生誕３７０年記念事業として、さっぽろ雪祭りに雪像を設
置する計画について、私は反対の立場でした。
雪像に８００万円使うよりも、影響力のあるエージョントを伊賀市に
招待し、伊賀市をＰＲするほうが効果が上がると思います。
１人（社）につき１０万円で計算すると、８０人を招くことができま
す。さっぽろでＰＲをするより宣伝効果があると思うし、お土産等の
購入でいくらかお金を落として帰ると思います。

事業実施における参考意見として承ります。

　

42
参考資料４

重点プロジェクト
「観光・農林業」

38

観光・物産の情報発信は市長の目玉であり、市民ぐるみの誘客と
PRの発想は良い思う。あと、特産野菜は野菜だけですか、米は特
産じゃないのですか。

再生計画の分野別計画にも関連いたしますので、分野別計
画との整合を図ります。

　

43
参考資料５

重点プロジェクト
「観光・農林業」

40

人・農地プランは重点施策にあるが市長の重点でなくても進める
必要があると思うが、それよりも林業の育成、山林の荒廃による
水害で困っていること、間伐等で国からの予算が少ないことをどう
支援していくとかが、市長が観光・農林業というならば魅力的と思
います。

再生計画の分野別計画にも関連いたしますので、分野別計
画との整合を図ります。

　

44
再生計画

「計画の推進」
19

今までの計画と違う部分、マネジメントとこれまでの評価シートは
どうなるのか。

再生計画を政策・施策をマネジメントする計画と位置づけ、
これまでのマネジメントの課題や問題点を踏まえ、再生計
画・計画の推進において、具体的な課題と施策の方向を明
らかにします。

45
再生計画

「計画の推進」
19

「各主体の協働の促進」とあるが、具体的に何か？各主体の協働
といえばやはり自治と思う。自分たちのまちは自分たちでするん
だ、そして行政は補完の原則だよというところに、これがあり、持っ
ていき方が悪いと思うし、見直すべき。政策的に考えていうことは
同じと思うが、表現方法は極めて難しいと思う。

再生計画の「計画の推進」においては、この計画によってい
かに市政を運営するかを記載するものであり、自治活動に
関しては、再生計画の分野別計画の「文化・地域づくり」の
施策として取り上げますが、ご意見のありました計画の推進
の構成については、見直しています。

　

46

その他の意見（意
見交換会資料：新し
い総合計画につい
て）

‐

総体的にくどく、話言葉が多い。本来、夢を書くものである。今まで
のことで否定的な意見は載せるべきではない。市民のために市民
が作るものであるなら、「市長の施策の方向」という書き方は不
要。
市長が～とあるが、市長が主人公ではない。前書きの「このたび、
新しい市長の～」は不要。

市民の皆様にわかりやすく、堅苦しい表現を可能な限り避
けることや、市のおかれた厳しい状況をさらに市民の皆様と
共有できる表現を用いるよう、審議会でも多数ご意見をいた
だいています。
また、基本構想本編には、「新しい市長～」の記載はござい
ません。
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47
その他の意見
（イメージ図）

‐

「市長の公約」とあるが、市長のためにじゃなく、市民のため。
市長の医療、観光をわかりやすく表現してはどうか。

市民の意を受け、市長が政策理念として掲げたものです。
医療、観光については、計画書のなかで具体的に標記して
います。 体系図

48
その他の意見
（イメージ図）

-

施政方針②各主体、市民が主体、建設計画にも市民が主体とあ
るが、各主体の書き方は整合できるか。

基本構想「まちづくりの基本理念」に記載の内容と合致して
おりすが、特に今回の総合計画では、より、まちづくりを自ら
のものと考え、勇気と覚悟をもって進めていくとしています。 体系図

49
その他の意見
（参考資料）

-

参考資料等で必要ない。施策の説明が必要なのか。
どうすれば伊賀市が活性化するか（衰弱をとめられるか）、部単位
でもっと議論して、３年間でめざす成果を記述すべきである。

再生計画の分野別計画において、各施策単位で成果指標
を設定します。

　

50 その他の意見 -

市長が医療と観光をメインにしているのであれば、そこだけでも具
体的にわかりやすい表現にすべき。それが市長のカラーになる。

計画策定の参考とさせていただきます。

51 その他の意見 -

新しい伊賀市総合計画とするのではなく、まちづくりは積み重ねで
あり、いろんな人達の積み重ねであり、市長が代わろうが基本的
なもの、変えてはならないものが変わってはダメ。それをチェック
するのが私達の役割であり、その視点で意見しました。

計画策定の参考とさせていただきます。

52 その他の意見 -

これまでの基本構想、基本計画、実施計画の流れはわかりやす
かったが、あえて階層を変更したことがわかりにくいため、今後、
今回の階層のメリット等をよく説明して欲しい。

計画策定の参考とさせていただきます。

53 その他の意見 -
観光はよくわかったが、医療は前より後退しており、医療は総合
計画を見ただけでは、安全・安心はできません。

計画策定の参考とさせていただきます。
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