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平成２５年度第９回伊賀市総合計画審議会 議事録 

 

開催日時 平成２５年１２月５日（木）14:00～18:05 

開催場所 ハイトピア伊賀 ５階 多目的大研修室 

出席委員  福田 圭司（三重県危機管理地域統括監兼伊賀地域防災総合事務所長） 

 谷村 繁之（上野西部地区住民自治協議会総務広報人権部会長） 

 松崎壽和子（阿波地域住民自治協議会環境保全部会員 女性部会「あわてんぼう」代表） 

 菊山 順子（伊賀市外国人住民協議会副会長） 

 平井つゆ子（伊賀市民生委員・児童委員連合会代表） 

 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） 

 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） 

 相川 康子（特定非営利法人ＮＰＯ政策研究所専務理事） 

 武田 恵世 

議事日程 １ あいさつ 

２ 議事録署名人の指名について 

３ 第７回審議会議事録の確認について 

４ 審議事項 

（１） 基本構想 最終案について（資料１、２、３） 

（２） （仮称）再生計画 中間案について（資料４、５、６、７） 

（３） （仮称）再生計画中間案タウンミーティング（意見交換会）の開催につい

て（資料８） 

（４） 今後のスケジュールについて（資料９） 

５ その他 

 

 

１ あいさつ 

・松崎会長あいさつ 

◇会議の成立の確認 出席者 14名、欠席者６名、条例第６条２項より成立 

◇会議の公開 条例及び運営規程に基づき、公開とする 

 

２ 議事録署名人の指名について 

◇議事録 運営規定第４条に基づき、菊山委員、武田委員を署名委員とする 

 

３ 第７回審議会議事録の確認について 
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◇次回の確認事項とする 

 

４（１）基本構想 最終案について 

・資料１、２、３について説明（事務局） 

（委員） 

11 ページに「京阪神都市圏」と「中京都市圏」とあるが、聞き慣れない言葉な

ので、素直に「近畿圏」と「中部圏」、あるいは「東海圏」でよいと思う。「都市

圏」というと都市と都市の間という感があるが、伊賀は都市とは言い難い。 

（委員） 

私も、「近畿圏」と「中部圏」でよいと思う。「京阪神都市圏」と「中京都市圏」

は、馴染みがない。 

（会長） 

「京阪神都市圏」と「中京都市圏」に変えた事情を説明してほしい。 

（事務局） 

「近畿圏」というと、兵庫県の端から京都府の北までかなり広範囲の圏域にな

る。「京阪神都市圏」は、流域を同じくする大阪の都市圏を想定している。また、

「中京都市圏」については、岐阜県の北部までは交流もないことから、名古屋く

らいまでを想定している。 

（委員） 

「京阪神」というと、概ね京都市から神戸市までを指す。また、「中京」は、せ

いぜい豊橋市から四日市市までである。「近畿圏」と「中部圏」でも支障はない。 

（委員） 

私は奈良県の出身だが、「近畿圏」というと、大阪、京都、奈良、兵庫を指す。

また、「中部圏」は静岡県も含んでいる。「結節点」ということを考えると、兵庫

県の端の姫路市や静岡県まで範囲を広げる必要はないと思う。「京阪神都市圏」と

「中京都市圏」のほうがわかりやすい。 

（委員） 

私は、「近畿圏」と「中部圏」を推す。距離の問題ではないと思う。観光では、

移動時間が１時間半くらいの範囲をターゲットとしている。そうした中で、「京阪

神都市圏」と区切ってしまうと、意味が違ってくる。 

（委員） 

「京阪神」というと普通奈良は入らない。近畿や中部が遠いと言われるが、う

ちの機械が壊れたときには、石川県金沢市から日帰りで修理に来るので、それほ

ど遠いところではない。あまり難しい言葉は作らないようにしよう。 

（委員） 

ここでは、近畿と中部の大都市圏からそれほど遠くないということが言いたい

のだから、「京阪神都市圏」と「中京都市圏」という言葉にこだわらず、少し文章
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を変えたらよいと思う。「結節点」という言葉も、その視点で変えたらよい。 

（委員） 

「結節点」について、「三重県の中でも、畿央地域の中心となる伊賀市地方は、

特に中部圏と関西圏の結節点であると言えます」とある。ここでは「関西圏」と

いう言葉が出てきている。 

（委員） 

委員の意見に賛成である。「人・モノ・情報の流れ」は、大都市とだけ繋ぐので

はなく、山間部などとも繋ぐ必要がある。「都市圏」という括りではなく、我々が

普通に使う「近畿圏」や「中部圏」のほうが、市民にも伝わりやすいと思う。 

（委員） 

「近畿圏」や「中部圏」は非常に大きな範囲なので、それをここに載せるのは

若干問題がある。 

（委員） 

考え方の違いである。委員が言われたことが正しい理解だと思う。文章の流れ

で言うと、都市部と都市部の中間点にある利点を活かそうということであるが、

都市部だけでなく郡部との繋がりも考えるのであれば、「近畿圏」と「中部圏」の

ほうがよい。「近畿圏」や「関西圏」の定義は人によって異なるので、圏域の話を

ここでしても始まらない。都市部の間にある利点を活かすと捉えるのか、他の郡

部とも広く繋がると捉えるのか、その考え方の違いで整理してはどうか。 

（委員） 

一般的に考えると、「中部圏」は静岡から三重まで入るので、広すぎる気がする。 

（委員） 

年配の方の感覚としては、それは正しい。しかし、現在は静岡や姫路の会社も

普通に伊賀に営業に来ている。「近畿圏」と「中部圏」でよいのではないか。 

（会長） 

それでは、この会議では、「近畿圏」と「中部圏」という言い方が相応しいとい

うまとめにしたい。 

（委員） 

11ページの「伊賀市には活力が低下している、と感じている市民が多くいます」

という文章は、日本語として違和感がある。「伊賀市の活力が」に変えたほうがよ

い。また、同ページの一番下に「市内外の交通インフラ整備により、人・モノ・

情報の流れが活発なまちづくり」とあるが、情報は交通インフラを整備するだけ

では入ってこない。「市内外のインフラ整備により」だけでよいのではないか。 

（会長） 

「伊賀市には活力が」の部分を「伊賀市の活力が」に変えることとする。 

（委員） 

委員の２つ目のご指摘について、部会の中で、再生計画中間案の 106ページ「４
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－２」の内容が交通インフラの話になっているので、タイトルから「ネットワー

ク」という言葉を削除してもらった。おそらく、それに連動して 11ページも直し

てもらったのだと思うが、ここは人や情報という言葉が入っているので「ネット

ワーク」は残したほうがよいと思う。「４－２」以外で、人・モノ・情報のネット

ワークについて書いているところはあるのか。 

（事務局） 

「計画の推進」で、ケーブルテレビをはじめとする情報通信網の整備について

触れている。 

（委員） 

全体の話は「４－２」にこだわる必要はないので、委員のご指摘のとおり、「ネ

ットワーク」でよいと思う。 

（会長） 

委員のご意見では、「交通」という言葉を取るべきということだったが。 

（委員） 

もちろん「ネットワーク」という言葉もよい。人・モノ・情報と言うからには、

交通だけでは不十分だという主旨である。 

（委員） 

「整備」という言葉の中には「整理」、すなわち、多すぎるものを減らすという

意味も含まれているのか。人口が減っていく中で、不要なものは減らしていく必

要がある。そのようなまちづくりをしていくべきである。 

（委員） 

委員のご指摘は、分野別計画のところで議論する内容である。 

（委員） 

市の行政情報を発信するということと、社会の活力を上げるために情報インフ

ラの整備や、伊賀市が外に発信できるような人材を育てるといったソフト的な意

味合いでの情報ネットワークの整備が含まれる必要がある。市として、情報を活

発化させるための施策をマニフェストするのであれば、ここを「交通インフラ」

にするのは本質的に問題があると思う。ネットワークを構築するという意味合い

のほうがよい。この部分は建設部局が担当することになっているので、どうして

もＩＴインフラの整備という発想に結びつかないと思うが、何らかの形で情報政

策を盛り込むのであれば、そのあたりを担保しておかなければならない。 

（事務局） 

再生計画中間案の 165 ページが「情報共有と市民参加」の項目になっている。

この中の「情報化と広報機能の充実」では、情報の基盤整備までは踏み込んでい

ないが、既存の情報手段を使って情報を発信していこうということは書いてある。 

（委員） 

「４－２」は道路や鉄道のことに限定した記述になっているので、タイトルに
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「ネットワーク」とあるのはおかしい。 

（委員） 

解決策は２通りある。一つは、ここに、今の分野別の柱どおりにシンプルに書

くということ。また、中間案の 165 ページ「情報共有と市民参加」で、市民どう

しや市民と行政間の情報共有について書いてあり、175ページの「情報化による効

率的な行政運営の実現」ではマイナンバー制の絡みが書いてあるが、確かに、活

性化のところで情報発信の基盤整備にはふれていないので、今からでは遅いかも

しれないが、一本柱立てするのも、２つ目の選択としてあると思う。 

（委員） 

一般市民が見たら、基本構想の 11ページの一番下に書いてあることが、再生計

画の「４－２」に書いてあると考えるだろう。しかし、11 ページに「情報」と書

いてあるのに、「４－２」では情報についての記述がまったくない。これではやや

こしいので、11ページで「情報」と書くなら、「４－２」でも情報について書く。

情報については他の分野で書くのなら、11 ページからは「情報」という言葉を取

るほうがよい。 

（委員） 

県議会を傍聴したときに、三重県内はＷｉ－Ｆｉのフリーゾーンが極端に少な

いと海外の観光客から苦情が寄せられていると言っていた。オリンピックも日本

で開催されることになった。今後、インターネットに疎いままでは時代に取り残

されてしまうので、そういうことに対応できる文章にしておいたほうがよい。 

（会長） 

やはり、柱立てをするほうがよいのだろうか。 

（委員） 

今の部局で、そこまで入り込めるかどうか。 

（委員） 

部会では、ばっさり削るという話になった。今の段階で、新たな柱立ては可能

か。交通基盤のところではなく、むしろ、活性化の部分の話になると思うのだが。

重点プロジェクトで書き込めるか。 

（副市長） 

地域情報化について、一昔前はケーブルテレビの普及等を含めた取り組みがあ

ったが、現在は市の施策や業務にない部分である。方向性としては検討課題とい

う認識を持っているが、現段階では具体的な施策として書き込むのは難しい。 

（委員） 

情報のネットワークや発信は、一昔前は課題であったが、今はすべての分野を

通じた常識であるのでわざわざ取り上げる必要はない。11 ページの文章と分野別

のタイトルが一致していなければならないという決まりはないので、11 ページは

「ネットワーク」ということで漠然と情報も含んでいるという形でよいのでは。 
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（委員） 

本文の中でも、「情報通信などのネットワークを強化する」としっかり謳ってい

るので、施策としても何か書いておく必要がある。それとも、本文からこの部分

を削るか。 

（事務局） 

ここは 10年間の構想の部分なので、まったく無くしてしまうのはどうか。後期

計画では、具体的な施策があるかもしれない。 

（委員） 

情報通信網もインフラとして認知されていると思うので、「市内外のインフラ整

備により」でよいと思う。 

（委員） 

ただ、部局としての対応はそうはなっていない。 

（委員） 

ここで、情報インフラのことだけを議論する必要はない。人にくっついてくる

情報もあれば、交流することによって情報が行き来することもある。人・モノ・

情報は一体として流れるという認識で捉えるなら、インフラ整備にこだわる必要

はない。新しいことに興味を持ったり、本を読んだり、勉強したりということも

情報と捉えるなら、社会のあり方としてこういう方向性も書いておくべきである。 

（委員） 

「市内外の交通インフラ整備により」でよいということか。 

（会長） 

議論に議論を重ねた結果、原案どおりということでまとまった。 

（委員） 

13 ページの「本市の規模に応じた」は、外見的な規模の大小ではなく、内容的

なものも含めた規模という解釈でよいのか。また、「集中・適正化」とあるが、よ

く聞くのは「選択と集中」である。「選択・集中化」にしてはどうか。 

（事務局） 

「規模」については、外見的なことだけでなく、市政の中身も含めての規模と

考えている。 

（委員） 

「規模」というと、10年計画の中のどの時点の規模を指すのか。「身の丈に合っ

た」という言葉のほうがわかりやすい。 

（委員） 

「身の丈に合った」に戻したほうがよい。 

（委員） 

資料２を見ると、議会から「身の丈」という言葉が差別的な用語であるとの指

摘があったようだが、そういう考え方もあるのかと驚いた。 
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（委員） 

「身の丈」が差別用語であるという新たな解釈を、この伊賀市から発信しては

いけない。 

（委員） 

県では、５～６年くらい前から、財政状況の公表に当たって「身の丈」という

言葉を使っている。県議会からの批判はない。 

（委員） 

県でも使っている言葉なら問題ないだろう。 

（委員） 

「規模」や「身の丈」という言葉を入れなくても、「本市に応じた」だけでよい

と思う。 

（委員） 

ここで言いたいことは「身の丈に合った」ということなので、「本市に応じた」

だけでは、肝心の言いたいことが消えてしまっている。 

（委員） 

これから伊賀市では人口が減っていき、行財政も赤字になっていくので、過剰

な計画は止めて、分相応にしようということをこれまで議論してきた。この「分

相応」が「身の丈に合った」ということである。審議会の中では、委員が言われ

るような「本市に応じた」だけでも意味が通じるが、まだまだ夢を見たい、拡大

路線を取りたいという考えの人が多い中では、「身の丈に合った」という言葉が入

るほうが通りがよい。 

（会長） 

委員のもう一つの指摘である「選択と集中」についてはどうか。 

（委員）  

確かに、「選択と集中」という言葉は至る所で使われている。ただ、この言葉に

は、選択されなかった部分は切り捨てられるという悪いイメージがある。民間の

場合はよいが、自治体の場合は赤字でもしていかなければならない取り組みもあ

るので、「集中・適正化」のほうが無難である。 

（委員） 

赤字にも許容限度がある。自治体としての身の丈、すなわち甲斐性に応じた赤

字なら補填はできるが、それ以上になると補填はできない。そういうことも含め

て、「選択と集中」のほうがよいと思った。「適正化」という言葉は便利だが、果

たして、本当にそれでよいのだろうか。 

（委員） 

適正のレベルを決めるのは、市民の代表である議会である。この審議会で、ど

こまで踏み込むかということになる。 

（委員） 
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現実にしなければならないことはかなり厳しい選択だと思うが、ここでは、「適

正化」と柔らかい表現にしておいてはどうか。 

（会長） 

それでは、この審議会としては、「本市の規模に応じた」は「本市の身の丈に合

った」に戻すこととし、「集中・適正化」は原案どおりとする。 

（委員） 

11ページの「経済の低迷や、人口が減り」は、「経済の低迷や、人口の減少」の

ほうがよい。 

（委員） 

もしくは、「経済が低迷し、人口が減り」とするか。 

（委員） 

「や」を使いすぎるのはよくない。 

（会長） 

事務局は修正をお願いする。 

（委員） 

12ページで、「引き続き高齢者に活躍していただきながら」が「これまで以上に

高齢者に活躍していただきながら」に修正されているが、この直し方でよいのか。

たしか、高齢者はもうへとへとだという話になったと記憶しているが。 

（委員） 

「引き続き」も「これまで以上に」も取ったほうがよい。 

（委員） 

「高齢者に活躍していただきながら」だけにしよう。 

（会長） 

これで、基本構想最終案として了承していただけるか。 

（一同） 

異議なし。 

（会長） 

了承を得たので、わずかな訂正は事務局に預けることとし、この案で市長に答

申することとする。 

 

４ （２）（仮称）再生計画 中間案について 

・「成果指標と活動指標」について説明（事務局） 

・資料４（１ページ～160ページ）について説明（事務局） 

 

重点プロジェクト 

（委員） 

12 ページからの「観光・農林業連携プロジェクト」について、観光と農林業の
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連携に関する記述が希薄に感じる。観光と農林業を連携させる一つの仕組みとし

て「着地型観光」が載せてあるが、この２つを連携させてプロジェクトをすると

いうことが見えてこない。 

（委員） 

これは横断的なプロジェクトが立ち上がって動いていくことを想定しているの

か。それとも、それぞれで動きつつ、時々、定期的な会合を持つなどして連携を

していくということか。プロジェクトの進め方のイメージを確認したい。 

（農山村振興監） 

ご指摘の点はよくわかる。具体的な連携が見えてこないのは正直なところであ

る。着地型観光を見直す中で、中心市街地だけでなく農村部も含め、それぞれの

魅力を結びつけたものを施策として打ち出したいと考えており、連携する必要が

あると認識はしているが、具体的に何をするのかということは現時点では見えづ

らいものがある。部内や市全体で組織的にプロジェクトを組む体制はまだないが、

重点プロジェクトを掲げる中では当然必要なことだと認識している。 

（委員） 

ぜひとも進めていただきたい。 

（委員） 

減反政策の転換に対する市の計画をお訊きしたい。 

（委員） 

「観光・農林業連携プロジェクト」そのものが、答えになると思う。同プロジ

ェクトは、伊賀ブランドで観光や農林業が連携して、都市から人を呼び込んだり、

伊賀ファンをつくったりすることで、減反などで元気がなくなりそうな農業を支

えていこうという考え方である。 

（委員） 

具体的な内容を盛り込んでおかなければ、将来に対応できない。 

（委員） 

「人・農地プラン」に基づいて農地の集積などを進めていくことになる。農水

省もまず地域でプランを作成するようにと言っており、ここにもプランの推進に

ついて書かれている。減反についても、プランの中で考えていくものだと思う。 

（委員） 

「菜の花プロジェクト」のように具体的に書いてあるものもある。減反政策の

転換に対する対応についても具体的なことを書いておくべきだ。早急に議論をし

て、プランに盛り込むということか。 

（農山村振興監） 

長年、国策で生産調整が行われてきたが、５年後に廃止されることになった。

それはそれとして、地域で地域を何とかしなければならないということから、

「人・農地プラン」が出てきた。転作が無くなるとどうなるかは、非常に難しい



 10 

話である。それよりも、自分たちの地域のことは自分たちで考えよう、そのため

に、市も観光・農林業の連携や多方面での支援をしながら、充実策を考えていく

というのがこのプランの本筋である。委員のご発言は、ご意見として承っておく。

転作については、農業再生協議会で意思決定をすることになっているので、ここ

では細かいことまで謳いづらい。 

（委員） 

12ページの「各主体の役割」に市民の役割が書いてある。これは、「おもてなし」

の活動をすべて市民に投げてしまうということか、それとも、行政もお手伝いい

ただけるのか。そのあたりの切り口がまったく書かれていない。悪くとれば、責

任は市民が負うと書かれているように思う。 

（委員） 

「各主体の役割」には、市の役割も書いてあるので、「市民一人ひとりが」とい

うところだけ抽出する必要はないと思う。 

（委員） 

観光にある程度携わっている人はそれなりに努力されているが、観光にまった

く関係ない人は伊賀市の良さに気付かないと思う。それは、情報が何もないから

である。そこが一番のネックである。私は、観光には携わっていないが、小売商

業を営んでいる関係で観光に興味はある。しかし、サラリーマンやサラリーマン

を退職された方などは、観光に興味がなければ、伊賀市の良さがどこにあるのか、

疑問さえ持たないと思う。 

（委員） 

委員のご指摘のとおりである。現状は、観光客とまったく関係がないという人

が圧倒的に多い。その打開策が着地型観光である。住民に伊賀市の良さをわかっ

てもらうことが、着地型観光の第一歩であると認識している。 

（委員） 

13 ページの書き方がこれでよいかどうか。委員が言われるように、まず、市民

が伊賀の良いところを発見するということが必要である。「おもてなしの心」を持

った市民の拡大という話である。それを外へ向けて発信する。発信するのは、観

光協会などであるが、そのあたりを市民が情報共有するということをもう一本ど

こかに書いておく必要がある。今の文章は、東京に向けてパンフレットを出すと

いうような内容になっている。 

（委員） 

「市民ぐるみの誘客とＰＲ」は、市が外に向けてＰＲすることが書かれている

が、市の中に向けたＰＲも必要である。外に向けたＰＲばかりしていても、外か

ら来た人と迎える側の市民がすれ違っては意味がない。せっかくパンフレットを

作るなら、市内の全戸に配布しＰＲする必要がある。 

（委員） 



 11 

部門ごとに議論してきたものを、重点プロジェクトにフィードバックすべきだ。

観光と農林業は、「３－１」と「３－２」で部局ごとになっているが、例えば、中

心市街地でマルシェをするときには地域内の交流が出てくるだろう。「３－１」か

ら「３－４」をもう少し連携するような書きぶりにできないだろうか。ブレイク

スルーするために連携プロジェクトがあるという考え方でいくべきである。 

（会長） 

外へのＰＲと同時に、市民へのＰＲについてももう少し厚く書き込んでいただ

くこととし、後の修正は事務局にお預けする。 

 

分野別計画 

【健康・福祉分野】 

（委員） 

30 ページで「子ども、障がい者等に対する福祉施策を踏まえた福祉医療費助成

制度のあり方の検討が必要です」という文章から「あり方の検討」という部分が

消されているが、医療費がどんどん高くなっている中で、「あり方の検討」は必要

だと思う。いつまでも全額補助するのは無理がある。何らかの負担をしてもらう

ことも必要である。「あり方の検討」を消した理由を教えてほしい。 

（社会福祉調整監） 

30 ページの表にある「心身障害者医療費」「一人親家庭等医療費」「子ども（乳

幼児）医療費」は、県単の制度である。県の制度に従って、医療費の一部を市が

負担することになっている。県の制度に基づいて実施するものなので、「あり方の

検討」という言葉は消した。 

（委員） 

資料５の２ページをご覧いただきたい。これは、私が部会で質問したものであ

る。「あり方を見直す」という言い方をすると、効率化やサービスを減らす方向に

捉えられがちなので、そういう意図なのかと質問をしたら、「これからも推進する」

という返事が返ってきたので、それならこの表現は消したらどうかと提案した。

確かに、伊賀市の財政状況は厳しいが、健康医療を推進していくためにはこの制

度が必要だと市が判断したということである。 

（委員）  

赤字が増える中、補助金、助成金だけが減額されないのでは、一般市民は納得

しない。一度に無くすのは大変なので、徐々にでも減らしていく必要がある。そ

うでなければ、財政が持たない。「推進する」と良い恰好ばかりせず、事実を認め

るべきだ。福祉にばかりお金を使うことを見直す時期に来ている。 

（委員） 

委員のご意見は何でも削れという意味に取れるので、私は納得できない。行政

の推進は重点化して、必要なものは必要なものとして増額していく、逆に必要の
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ないものは削っていく、これが、私たちが議論を重ねてきた総合計画の根底の考

え方だと思う。 

（委員） 

私は、必要でないとは言っていない。減らせるところは減らすよう検討してい

くべきであって、市の債務状況を少しでも良くしていくためには市民も協力をし

ていかなければならない。要求ばかりではやっていけない。 

（委員） 

予防医学的なことは、22 ページの「市民一人ひとりが健康で健やかに暮らせる

環境づくり」に書いてある。また、24 ページには疾病の早期発見・早期治療のこ

とが書いてある。そういうところを含めて考えると、自分の不養生で医療にかか

ることを決して肯定するものではない。そういうことを理解した上でなら、30 ペ

ージの「福祉医療費助成制度の充実」の文章はこのままでよいと思う。 

（委員） 

検討は必要である。全額補助できるに越したことはないが、赤字の市ではいつ

までもこのままでやっていけるわけがない。障がい者であっても、一部負担して

もらうことを考える時期に来ていると思う。このままでよいとは思わない。 

（委員） 

私が問題にしたのは、「現状と課題」に「あり方の検討」と書くのであれば、「再

生の視点」や「施策の方向」にも、「適正にします」や「自己負担を求めます」と

いった見直しの方向を書いておくべきだということである。しかし、伊賀市は見

直しの方向ではなく、これからも推進の方向であるという明確な答えだったので、

それでは表現を改めるべきだと意見したのである。 

（会長） 

以上の意見を踏まえた上で、事務局でまとめていただくようお願いする。 

（委員） 

26ページの成果指標の一つとして、指標名「歯周病罹患率 80％を 60％に下げま

す」、指標の説明として「歯周病の罹患率を下げます」、現状値「100％～80％」、

目標値「70％～60％」を追加してもらいたい。これは、伊賀市の成人歯科検診の

統計で簡単に算出できる。 

 

【生活・環境分野】 

（委員） 

60ページに、以前は「生物多様性と希少動植物の保護」という文言があったが、

この案では消えてしまっている。「再生の視点」で「身近な自然環境を積極的に保

全し、生物多様性と希少動植物の保護に努めます」と入れていただきたい。 

（住民生活調整監） 

担当課と協議検討する。 
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（委員） 

67ページの「現状と課題」、「日本の人口推移が、」から「計画の見直しを行いま

す。」までの文章を読むと、なるほど、水道事業は減らさなければならないのかと

思う。ここまでは、特に問題ない。しかし、それに続く文章では「また、本市の

水源については・・・それに代わる新たな水源の確保が必要です。」と、逆に増や

さなければならないような文章になっている。水道部の報告書を読むと、厚生労

働省の人口推計に基づかず、現状の人口減少率から推計するコーホート分析法で

人口推計をしている。この方法では、総合計画の人口推計に比べて、人口の減少

がかなり緩くなっている。しかも、人口は減少するのに工業用水は 1.5 倍に増え

るという、かなりおかしな予測を行っている。これにより、水が不足するので新

たな水源が必要であるという論理である。これこそ、見直しが必要だ。「また、」

以降の文章を削るべきである。 

（委員） 

伊賀市の水道料金は、一番安いいなべ市に比べ、３倍である。水道料金を安く

する方法があるなら、検討すべきだ。 

（委員） 

確かに、この「現状と課題」はよくわからない分析である。飲み水も工業用水

も全部まとめて論じているのか。工業用水が要らなくなったので水需要が下がっ

たというのが全国的なパターンであるが、ここでは、人口が減ったから水需要が

下がったという言い方になっている。新たな水源確保が必要なのは何が伸びてい

るからなのか、この文章を読んだだけではわからない。 

（水道部長） 

伊賀市には、工業用水という区分はない。委員のご指摘の部分については、私

どもは今、こういう考え方で進めているということでご理解いただきたい。 

（委員） 

わかりやすく言うと、旧上野市が人口を 20万人に増やすという計画を持ってい

た。これに基づき、三重県が大規模な浄水場計画を策定した。テーマパークや大

工業団地、大住宅団地を誘致する予定だったが、バブル崩壊で反故になってしま

った。しかし、水道事業だけは順調に進められて来た。人口の割にかなり莫大な

水道計画が三重県から譲渡され、今、着々と進められている。それが、「また、」

以降の文章である。ここにある「豊水水利権」は、水が余っている時だけ水を使

ってよいということで、法的には安定水利権でないと安定性を欠いているという

表現になる。これは建前である。実際には、もう何十年と豊水水利権がなくても

水は足りている。大量の水を供給できる体制は整っている。これは、緊急に現状

に合わせないと、かなり危ない話である。伊賀市の公共施設は全体的に削減が必

要になっているが、水道施設だけは例外扱いされており、拡大を指示されている。

それは、この際、見直すべきである。「また、」以降の文章は削除してもよいと思
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う。これは、かなり真剣に考えなければならない問題である。 

（委員） 

水道料金はどうなるのか。伊賀市の水道料金は高い。 

（委員） 

それについては、「施策の方向」に「低廉」とあるので、おそらく安くするよう

努力していただけるだろう。 

（委員） 

委員のご指摘の点については、私も部会で意見を述べさせてもらった。川上ダ

ムと暫定豊水水利権はセットになっており、川上ダムを造る間だけ暫定豊水水利

権が認められるという説明だった。豊水水利権を使い続けるとしたら、将来、伊

賀市の水は足りなくなるのかと質問をしたところ、水は十分あるという回答だっ

た。そういうことであれば、やはりこの書き方ではおかしい。また、国が川上ダ

ムを造らない場合は、暫定豊水水利権は認められないのかと質問したところ、そ

んなことにはならないだろうということだった。ここの文章は、水が不足すると

いうことを一生懸命説明しようとしているが、これでは説得力がない。水利権や

川上ダムの問題について、もう少し説明が必要である。 

（委員） 

国交省に再度確認したところ、川上ダムから撤退すれば、川上ダムを前提とし

た豊水水利権は消滅するということである。新たに豊水水利権を申請すればどう

なるのかと訊いたところ、「仮定の話にはお答えできない」との返答だった。ただ、

制度上は、新たな申請があれば、国としては認めざるを得ないだろう。 

（委員） 

人口推計を別の手法で算出したのは、理由があるのか。 

（委員） 

コーホート分析という方法で推計している。平成 23 年から平成 24 年の減少率

をそのまま直線的に伸ばした推計なので、厚労省の予測に比べ、人口があまり減

らない。なぜ、わざわざ総合計画に合わせないのかというと、水道部の事情とし

て、水需要を少しでも多めに見積もろうとした結果だと思う。このような報告書

を出したら問題である。 

（水道部長） 

推計値は総合計画に合わせてあるので、確認していただきたい。 

（委員） 

12 月１日にじっくり読ませてもらったが、厚生労働省の人口問題研究所のデー

タに基づいて試算したとは一言も書いてない。 

（水道部長） 

書いてある。 

（委員） 
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いや、書いてない。どういう分析をしたかというと、傾向線式、つまり現在の

状況から将来を予測する方法を用いている。べき曲線式、ロジスティック曲線式、

逆ロジスティック曲線式、いずれを使ってもそうである。厚生労働省は、こうい

う単純な予測はしていない。「平成 22 年の国勢調査のデータを使用した」とは書

いてある。ただ、将来分析において、人口問題研究所のデータを用いたとは書い

てない。計算式を丹念に見ても、そうは書いてない。 

（水道部長） 

委員が見ているのはいつのデータか。指摘を受けた後、人口問題研究所のデー

タに合わせている。 

（委員） 

合ってない。合わせたのであれば、高位、中位、低位のどれに合わせたのか。

高位、中位、低位には、それぞれ３通りあるので、全部で９通りである。その９

通りのどれに、どのような根拠で合わせたのか教えてほしい。 

（水道部長） 

総合計画のデータも確認しながら、調整はする。間違っていたら修正はするし、

私どもはそういう分析をしている。 

（委員） 

いずれにせよ、人口が減少するという予測はされている。ただ、人口は減少す

るのに、事業用の水はまったく減らない。詳細に読ませてもらったが、確たる根

拠はない。 

（水道部長） 

見解の相違である。３年間の平均値で算出している。これは、この審議会で議

論するような内容ではない。後で摺り合わせをするようにしたい。 

（委員） 

ホームページを見ると、水道事業基本計画はかなり古い計画である。総合計画

を策定するに当たり、既存の個別計画をいくつか整理するという話を大枠でされ

ていたが、水道事業基本計画もその一つか。それとも、今ある計画がこれからも

ずっと生きていくのか。まずは、今ある水道事業基本計画がいつ策定されたか教

えてほしい。 

（水道部長） 

平成 19 年度に策定し、計画期間が平成 20 年度～平成 30 年度の 10 年計画であ

る。計画の見直しについては、分野別計画にも書いている。県の広域水道という

中で立てた計画であり、今見直そうとしているのは、平成 26 年度から平成 35 年

度の計画になる。 

（委員） 

委員が指摘しているのは、その見直しの議論の中間案についてか。 

（委員） 
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平成 25年の「伊賀市水道事業基本計画見直し基礎資料」である。 

（水道部長） 

基礎データが間違っていたら問題になるので、きちんとチェックはする。 

（委員） 

今の計画は今後もそのまま続けるのか。それとも、それを含めて見直しを行っ

ていくのか。 

（事務局） 

総合計画の中に溶け込ませるようなものではない。 

（委員） 

水道計画は、総合計画から独立したものなのか。 

（水道部長） 

はい、個別計画である。 

（委員） 

独立しているものを総合計画の中に書いてはいけない。 

（水道部長） 

総合計画では、水道事業基本計画の見直しを目標の一つにしているので、その

中で議論していただければよいと思う。 

（委員） 

それなら、やはり「計画の見直しを行います。」で文章を切るべきである。 

（水道部長） 

現状は現状として、私どもはこういう認識をしている。 

（委員） 

それは、市から独立した水道部の見解ということでよいか。 

（水道部長） 

現状は現状である。 

（委員） 

新しい計画はいつごろ策定されるのか。 

（水道部長） 

それは、今まさに議論になっている水源をどうするかによる。ダムに水源を求

めるのか、それとも、他の水源を求めるのかによって、時期はかなり変わってく

る。計画自体は来年度の策定である。 

（委員） 

ダムを造らない選択肢もあるのか。 

（水道部長） 

もちろんある。 

（委員） 

「再生の視点」に「見直しを行います」と書いてあるので、それでよいのでは。 
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（委員） 

目標を掲げるのは結構なことであるので、「計画の見直しを行います。」で文章

を切っておけばよいと思う。「また、」から後の文章は個別計画であり、しかも、

総合計画から独立した計画であるそうなので、ここに書くわけにはいかない。 

（事務局） 

総合計画は、市の一番上位の計画である。それぞれの個別計画は、冊子は別に

作るが、上位計画である総合計画との整合性を図るものである。総合計画とは別

の、同じような位置づけのものがあるというわけではない。 

（委員） 

そう思いたいのだが、先日見せてもらった資料案は、まさしく独立した内容で

あった。今後、整合性を図り、ここの文章は「計画の見直しを行います。」で終え

ておけばそれでよい。 

（委員） 

「また、」以降の文章をここに入れる必要はあるのか。総合計画では計画を見直

すことだけを書いておき、見直しの内容については、個別計画のほうで議論すれ

ばよいことではないのか。部会でそのような話になったのか。 

（委員） 

部会で、私はここに書くべきでないと申し上げた。しかし、まだ削ってなかっ

たので、再度申し上げた。それ以外の文章は、特に問題ない。 

（水道部長） 

先ほど委員が説明されたように、豊水水利権というのは、川上ダムを造ること

を前提に、国から許可されているものである。それに基づいて、今は水を取って

いる。川上ダムを造らないのであれば、別の水源を求めなさいというのが国の見

解である。新たに豊水水利権を申請すればどうなるのかと訊いても、「それは申請

があってから考える」と国は答えるだろう。私どもは、確実な方法として、まず

は川上ダム、そして、それに代わる水源として他のことも検討している。豊水水

利権については、現状ということで書いている。 

（委員） 

法的には、豊水水利権は安定でないという解釈である。だから、安定水利権に

変えるべきということで、手続き的にあえてこの文章を入れたということか。 

（水道部長） 

そうである。川上ダムを造らないのであれば、明日から水を止めるということ

にはならないと思うが、安定した水利権の許可については別の問題になるので、

現状としてこういう文章も書いておきたいということである。 

（委員） 

あえて書かなくてもよい問題ではある。 

（水道部長） 
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見解の相違である。私どもは、現状を書いておいたほうがよいと判断した。 

（委員） 

先ほど委員が言われたように、「再生の視点」には新しいダムとは書いてない。

とにかく見直すと書いてあるだけである。「現状と課題」で、不安定水源から安定

した水源にということを課題として書いておきたいというのが、行政の考えであ

る。そして、検討した結果、ダムではない別の選択肢の可能性もあるということ

のようだ。それを「現状と課題」で出しておかなければ困るという話だと理解し

た。 

（委員） 

一般市民としては、書いてなくてもわかるので、なくてもよいと思う。 

（委員） 

私は、水道問題については何もわからない一般市民である。総合計画は市民に

わかりやすくということであれば、見直しをしたいという意思表示と現状だけを

書いておけばよい。「木津川の暫定豊水水利権を含む表流水、伏流水、地下水に頼

っているが、これが安定性を欠いているため、水源の確保が必要です」というだ

けにして、「川上ダムもしくはそれに代わる新たな」という文言は要らない。 

（委員） 

補足すると、安定性は欠いてない。「安定水利権を確保すべきである」というの

が建前である。それを「安定性を欠いている」と書いてしまうと問題である。 

（委員） 

豊水水利権と川上ダムの関連性がわかっている人が読めばわかるが、わからな

い人が読んでもわからない。きちんとした説明が必要である。ただ、総合計画審

議会としては、ここに載せないほうがよいという意見でまとめるかどうかである。 

（委員） 

私も水道のことは何もわからないが、この文章を読めば、川上ダムが必要であ

ると誘導されているように感じる。 

（委員） 

やはりこの部分は消しておこう。書くとしたら、一冊分くらいになってしまう。

一冊では足りないかもしれない。 

（水道部長） 

元々、県から譲り受けたゆめが丘浄水場は、川上ダムを前提としたものである

から、そのように読めるというより、その通りである。ダムが必要かどうかにつ

いては、ここで議論したり、書き込んだりするのは無理がある。 

（委員） 

ここで大事なのは、「施策の方向」にある「安定的かつ低廉な水源を確保するた

め、現計画の見直しを行います」ということである。 

（委員） 
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市民としては、安くて安全な水があればそれでよい。これまで川上ダム前提で

進めてこられたから、その流れでこういう文章になったと思うが、こういう状況

であるので、もう書かなくてもよいのでは。 

（委員） 

これまでの総合計画では、川上ダムはどのような位置づけになっていたのか。 

（委員） 

これまでは、人口が増え続ける前提での計画であり、川上ダムは必要であると

の位置づけだった。人口減少を想定する計画は今回が初めてなので、並のことで

はない。いろいろなことを見直さなければならない。この問題もその一つである。 

（委員） 

この場合、「安定水源に留意する」という言葉が必要なのでは。 

（委員） 

「施策の方向」に「安定的かつ低廉な水源を確保するため、現計画の見直しを

行います」と書いてあるので、これで十分である。 

（委員） 

「伊賀市水道事業基本計画の水需要予測と実績値との間に誤差が生じている」

というのは間違いない事実なので、そのための計画の見直しを行うということだ

けでよいと思う。後半の話は一つの意見であって、わざわざ「現状と課題」に書

かなくてもよいものである。見解の相違があるので、議論が終わらない。ここに

は事実だけを書いておけばよい。 

（委員） 

行政の代弁のようになってしまうかもしれないが、問題を整理すると、「再生の

視点」には川上ダムのことは書いてない。「現状と課題」にどこまで書き込むかが

今の論点だと思う。「安定性を欠いている」までは課題である。その後の「川上ダ

ムもしくはそれに代わる新たな水源の確保が必要です」は一つの方向性を含んだ

文言なので、そこまで書くかどうか。前回の総計の表現を見ると、はっきりと「川

上ダムの水源を推進」と書いてあり、他の選択肢は書いてないが、今回は、「川上

ダムもしくはそれに代わる新たな水源の確保」ということなので、別の選択肢も

あるということである。そういう理解でよいか。確かに、人口が減っていく計画

の中で新たな対応が必要であるが、ぎりぎりセーフなのかもしれない。 

（委員） 

制度上は安定水源ではないが、水量としては安定している。きちんと予測すれ

ば、計算上、新たな水源は必要ない。ややこしい文章は切ったほうがよい。 

（会長） 

本日の議論を踏まえて、「現状と課題」の書き方を再考していただくよう事務局

にお願いする。 

（委員） 
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50ページの「災害時に援護を必要とする市民を救済する体制づくり」について。

災害時要援護者対策が避難行動要支援者名簿になったことで、漏れてしまった視

点が２点ある。１つは、災害時要援護者は、乳幼児や妊産婦、外国人、精神障が

い、内部障がいなどを含む非常に広い概念だが、それが避難行動要支援者名簿に

なり、かなり重い障がいのある人や逃げられない人を連れて行くだけに矮小化さ

れてしまった。対象が絞られたことになる。２点目、本来、地域で行う要援護者

対策では事前の啓発や避難所でのケアが大事であるが、その部分が抜けてしまっ

ている。法律はこのように変わったが、それをカバーするような文言が施策の方

向として必要である。それがないと、予めリストアップした人を避難所に運んで

終わりということになってしまう。避難させるだけでなく、避難の前と後のフォ

ローについても書き込むようご検討いただきたい。 

（委員） 

69 ページの生活排水について。合併処理浄化槽の普及率についても載せていた

だきたい。地域によっては、整備が進んでいるところと進んでいないところがあ

る。申請件数だけでなく、整備率の現状値と目標値を載せていただきたい。一向

に進まない感があるので、何とか対策を立てていただきたい。 

（建設部長） 

生活排水の処理には３つの方式があり、公共下水道のエリアと農業集落排水で

処理するエリア、合併処理浄化槽で処理するエリアがある。広域的な関係で、合

併処理浄化槽以外の２エリアについては、住民の合意形成がないと事業ができな

い。70 ページの活動指標の数字は、現在対応できる合併処理浄化槽の数字を一旦

入れてあるので、総件数について合併以前の分を遡るのは難しい。合併後に補助

の処理をした件数を加えて載せるのは可能である。 

（委員） 

何らかの設備ができている世帯の数、整備率を知りたい。 

（建設部長） 

この表は、既存の汲み取り式や単独浄化槽を合併処理浄化槽に変えた場合と、

家の新築に伴い合併処理浄化槽を設置した場合を含めた総数である。組み合わせ

が難しいが、平成 16年 11月の合併以降の全数は、数値として出すことができる。 

（委員） 

できるだけわかりやすい表現で活動指標を入れていただきたい。 

 

【産業・交流分野】 

（委員） 

78 ページの「現状と課題」に「本市は、農業を基幹産業として位置づけ、農業

振興に取り組んできましたが、」とある。「が、」ということは、今は基幹産業とし

て位置づけられていないという意味か。私は、現在も未来も、農業は伊賀市の基
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幹産業に変わりはないと思っている。また、困難な状況が並べて書いてあるが、

農家の人がこれを読んだら、意欲を持てないと思う。どの地域、集落に行っても、

米づくりや野菜づくりは続けられている。農家の人たちの努力が伊賀市の食の安

全を支えているという励ましの文章が必要である。その努力が伊賀市の産業の裾

野であると思う。富士山は、裾野があるから頂上が美しい。それと同様に、規模

の大小に関わらず、営々と農業を続けている人たちがいるからこそ、ブランドが

生まれ、様々な６次産業が生まれてくる。例えば、伊賀町の愛田地区のひの菜漬

けは、ひの菜を作る基盤があったから商品化できたのである。農家の励みになる

ような文章をお願いする。他の部分は、重点プロジェクトも含め、異存はない。 

（委員） 

78 ページの「３－２」のタイトルは、元々「消費者とつながる」であったのを

「人と人がつながる」に変えてもらっている。消費者も生産者も「人」であるか

ら「人と人がつながる」のほうがよいとの意図だったと思う。個人的には「人と

人とがつながる」のほうがよいと思うので、ご検討いただきたい。委員のご指摘

については、「地域の農産物や資源を活用した」というあたりに、地域の営みにつ

いての文言を入れたらどうか。 

（会長） 

農業者が希望を持てるような表現にしていただけたらと思う。 

（委員） 

82 ページの「中心市街地の魅力を発掘し、市内外へ発信する体制づくり」の成

果指標が「歩行者・自転車通行量」というのはおかしい。この指標は、84 ページ

の成果指標「小売年間販売額」の下にくるものである。「発信する体制づくり」に

相応しい成果指標を入れるべきである。また、77 ページの「施策の方向」に「イ

ンターネットやＳＮＳを利用して行います」とあるが、これは日本語としておか

しい。ＳＮＳもインターネットである。 

（建設部長） 

「３－３」は賑わいという視点で書かれたものであり、通行者が増えれば賑わ

いが生まれるという考え方で国と話を進めているので、原案どおりとしたい。 

（委員） 

「３－３」の「１．中心市街地の魅力を発掘し、市内外へ発信する体制づくり」

の成果指標としては違和感がある。これだけ発掘し、これだけ発信したというこ

とがわかる指標ならよいのだが。例えば、「パンフレットの配布数」などのほうが

「発信」ということには合っていると思う。確かに、歩行者や自転車の通行量が

賑わいであることは間違いない。「３－３」全体の成果指標ということならわかる

が、その中の「１」の成果指標というのはおかしい。 

（委員） 

部会でも議論になった点である。ここは、市内外から中心市街地を訪れる人を



 22 

増やすことが目的であり、そのために発信するということなので、アウトプット

としては、中心市街地の人の通行量でよいということになった。外から来る人は

車で来ることが多いので、駐車場の台数をカウントしたほうがよいのではという

話も出ていたが、そこはむしろ人の数にしてほしいということであった。 

（委員） 

重点プロジェクトにも「人・農地プランの推進」が掲げられているのに、79 ペ

ージの成果指標「人・農地プラン作成集落カバー率」が３年間で 24しか増えてい

ないのは、目標が低すぎる。このペースでいくと、20年くらいかかることになる。 

（農山村振興監） 

ベースになる「192」という数字は、農業集落数である。目標値が低いというこ

とであれば、もう少し数字を精査して、上げれるようなら上げたいと思う。 

（委員） 

92 ページの「施策の方向」で削られた部分について、私はむしろ増やしてほし

いと発言した。つまり、地域の人材として高齢者だけに限定するのではなく、若

いお母さんなどいろいろな人を発掘してはどうかという指摘だったので、削るの

は本末転倒である。また、93ページの「再生の視点」、コミュニティビジネスはＮ

ＰＯ法人になるわけではないので、「ＮＰＯ」という言葉は抜いたほうがよい。 

 

【生活基盤分野】 

（委員） 

112～115ページの鉄道について、「主な事業」で「各駅の駐車場の整備」と「関

西本線と草津線の活用」を入れていただきたい。関西線は名古屋と大阪を最短で

結ぶ線であり、草津線は名古屋と京都を最短で結ぶ線である。通の人は、安く乗

りたいときはこれらの線を利用している。そういう活用を提案していくべきであ

る。伊賀市の客だけを対象にするのは限界がある。 

（事務局） 

「各駅の駐車場の整備」は、「５．伊賀線の活性化及び再生」に入れるというご

意見か。 

（委員） 

関西線もである。 

（委員） 

106ページの「交通インフラ整備」について。道路環境の維持・向上は大切だが、

それには膨大な費用がかかる。必要のない道路は見直し、維持だけでなく、整備

状況を下げることも考えていく必要がある。「工事構成要素のコスト低減」に含ま

れるのかもしれないが、費用の倹約についても十分考えた内容にすべきだ。 

 

【教育・人権分野】 
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（委員） 

国を愛する教育についてはどこにも書いてないが、絶対に必要なことだと思う。

129ページの「５－３」の「再生の視点」に、国を愛する教育の取り組みについて

の文言を追加いただき、それに見合った活動指標も入れていただきたい。 

（教育委員会） 

市の教育理念として、人を尊重し社会に貢献するのは当然のことであるので、

さらに国を愛する教育という視点を入れることは考えていない。 

（委員） 

国を愛する教育は、人権同和教育と同等である。国も、国を愛する教育が足り

ないと言っているので、伊賀市としても取り組んでいただきたい。 

（教育委員会） 

ご意見として伺っておく。 

（委員） 

120 ページの「再生の視点」に「人権侵害の被害者（加害者）」とあるが、括弧

書きがしっくりこない。「人権侵害の被害者や加害者」でよいのではないか。 

（住民生活調整監） 

ここでは、被害者に対するフォローを考えている。ただ、被害者がいるという

ことは、加害者もいる。最近、落書きやインターネット上の書き込みの問題もあ

るが、加害者が加害者意識を持っていないことが多い。基本的には、被害者のフ

ォローをまずしよう、そして、加害者が特定できたら、加害者に対しても働きか

けをしていくということで、このような表現にした。 

（委員） 

「被害者に対して十分なフォローを行い」とした上で、「再発防止のため、加害

者に対する働きかけを行っていく」というように、文章を分けないと、今言われ

たような意味にはならない。 

（住民生活調整監） 

検討する。 

（委員） 

135ページの「再生の視点」に「デジタルアーカイブ化」とあるが、一般市民に

はわかりづらい。データの書庫という考え方であるが、「アーカイブ」という言葉

は取って、「デジタル化」だけにしたほうがわかりやすい。 

（教育委員会事務局長） 

確かに、「デジタルアーカイブ化」という言葉はわかりにくいので、再考する。 

 

【文化・地域づくり分野】 

（委員） 

150ページの活動指標「国史跡旧崇広堂保存整備指導委員会開催回数（類型）事
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業進捗率」は、指標名がすべて削除になっているのに数字が残っている。なぜか。 

（事務局） 

記載ミスである。正しくは、「国史跡旧崇広堂保存整備指導委員会開催回数（類

型）」である。 

（教育委員会事務局長） 

「類型」ではなく、「累計」である。 

（委員） 

149 ページの成果指標が、成果というより活動指標に振りすぎている。例えば、

「『伊賀市史』各編の頒布数」は予算化できれば 100万部でもできる。成果指標と

活動指標という考え方からすると、作るという行為は成果ではない。また、150

ページの活動指標は、まさしく事業の事業量を指標にしているので、先ほどの成

果指標をそのまま活動指標に持ってきてもよいように思う。インプットとアウト

プットの両方が書いてあるので、再度ご検討願いたい。指標をいくつも並べるの

はマネジメントする上でも大変である。文化的なものが保存されていることを市

民が実感できる指標を入れるのが一番よい。 

（委員） 

152ページで社協の記述を消したのは、部会での意見によるものか。市民活動支

援センターとボランティア・市民活動センターの機能を再検討することは大事な

話だと思うが、なぜ外したのか。社協のことには口出しできないということか。 

（事務局） 

庁内で、内容的に紛らわしいので削除したらどうかという意見が出たので削除

した。 

（委員） 

市民活動支援センターの枠組を狭く考えすぎである。もう少し施策横断的なも

の、地域支援、コミュニティ支援、社協との連携なども考えるべきである。 

（委員） 

149ページに「伊賀国庁跡の公有化」とあるが、公有化を考えているのは伊賀国

庁跡だけか。 

（教育委員会事務局長） 

この史跡は、平成 20年に国史跡になった。国との協議の中で、確実に保存して

いくべきであり、また、保存した以上はこの公園を活かした活動に結び付けてい

くべきだということで、史跡の整備と活用がマッチした史跡であると国に認めて

もらった。そこで、地域住民と協議をして、公有化を進めているところである。

市の施策と国の施策と地域の意向が一致したという内容である。 

（委員） 

155ページの「現状と課題」に「住民自治協議会と自治会の役割や位置づけを見

直し」とあるが、具体的に何をするかはどこに書いてあるのか。 
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（委員） 

それは過去形である。住民自治協議会と自治会の役割は、以前に見直されてい

る。かつては自治協と自治会は別々だったが、現在は、自治会は自治協の主要メ

ンバーに位置づけられ、自治会長は自治協の運営委員に入っている。 

（委員） 

いつ見直されたのか。 

（住民生活調整監） 

平成 23年度から地域包括交付金制度に移行した。自治会長への報酬や地域への

交付金を一括化する中で、住民自治協議会のあり方についても見直しを行った。 

（委員） 

簡単に言えば、報酬の配り方を変えたということか。 

（住民生活調整監） 

例えば、包括交付金の原資の一部に自治会長の報酬も入っていたということで

ある。 

（委員） 

以前提案した問題点の抽出の検討については、まったく書いてないようだ。 

（住民生活調整監） 

合併時に、今後の地域自治は住民自治協議会でという形をとっていたが、当時

はまだ自治会連合会もあり２本立てとなっていた。自治会と自治協はどう違うの

かという議論になったときに、それぞれの役割を見直そうということになり、平

成 23年度から今の形になった。 

（委員） 

ここには、順調に進んできたので、これからも順調に進んでいきますと書いて

あるが、以前から言っているように、問題も相当ある。そうした問題を早急に解

決する必要があると提言したのだが、事務局は結局書かなかったようだ。 

（事務局） 

「計画の推進」の「自治基本条例の見直し」の事業内容の中で触れている。 

 

計画の推進 

・資料４（161ページ～178ページ）について説明（事務局） 

（委員） 

７～８年前に行財政改革の委員をしていたときに、公務員の倫理規定について

尋ねたら、「倫理規定はなくても、公務員は間違ったことはしない」という回答だ

った。「伊賀市人材育成基本方針」の中に、そういうことは盛り込まれているのか。 

（事務局） 

「伊賀市人材育成基本方針」の中には、職務を遂行するに当たって求められる

能力などをどのように養っていくのか、目指すべき職員像として書いてある。ご
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指摘の倫理規定については、地方公務員法によってきちんと定められている。 

（委員） 

伊賀市としての倫理規定はないということか。 

（委員） 

法律で十分である。 

（事務局） 

市にも服務規程はある。その上には、きちんと定められた法律がある。 

（委員） 

178ページの「各種計画の整理統合」は、こういう書き方になってしまうのか。

整理統合の方針や基準の策定がまず先だと思うのだが。統一のルールや考え方が

書かれていないまま整理統合となっているので、少しわかりにくい。 

（委員） 

「総合計画の策定を契機に、従来の縦割り行政を超えた効率的な行政運営を行

うため、」としたらよいのでは。 

（市政再生室） 

各種計画の整理統合については、手法の検討に入っているところである。基準

として定めていくのか、方針として定めていくかはまだ明確になっていない。た

だ、ご指摘のように、一定の方針やルールに沿って進めていく必要があることは

行政としても認識しているので、その点がわかるような表現にしたい。今は、様々

な縦割りの計画があり、その上に、横繋ぎとしての総合計画があるというピラミ

ッド状になっている。審議会についても縦割りになっているが、法定計画は別と

して、市単独の計画については、各種団体等の意見を聴いて推進していく必要が

ある部分については各部内で意見を聴き、全体的な意見については総合計画審議

会で意見を聴くという方法を考えている。ただ、確定事項ではないのでご容赦い

ただきたい。 

（委員） 

それを一言で言えば、「従来の縦割り行政を越えた」となる。 

（会長） 

本日の意見を元に事務局で修正していただいたものを中間案として諮りたい。

追加意見のある方は、12 月９日までに事務局までお願いしたい。最終的な修正に

ついては会長一任でよいか。 

（一同） 

異議なし。 

 

４ （３）（仮称）再生計画中間案タウンミーティング（意見交換会）の開催について 

・資料８について説明（事務局） 

（会長） 
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分散会のコーディネーターをどなたかにお願いしたい。 

（委員） 

伊賀市では、これまでに一般市民が参加するタウンミーティングを開催したこ

とがあるのか。 

（事務局） 

前回の総合計画の策定時は、全体会までである。分散会は実施していない。 

（委員） 

この手の会合は、陳情会になりがちである。陳情会でないことを参加者にしっ

かり理解してもらう必要がある。 

（委員） 

明確なルールを示してから分散会に入ったほうがよい。 

（会長） 

タウンミーティングは審議会の主催であり、私たちが市民の声を聴く良い機会

になる。明確なルールは必要である。 

（事務局） 

要望的な意見が多いことは、事務局も想定している。発言時間などのルールを

きちんと示した上で分散会を実施したい。コーディネーターについては、本日す

でに退席された方もみえるので、後日あらためて事務局のほうから指名の連絡を

させていただく。よろしくお願いしたい。 

 

４ （４）今後のスケジュールについて 

・資料９について説明（事務局） 

 

５ その他 

（事務局） 

追加意見は、12 月９日までにお願いする。修正については会長預かりとさせて

いただく。 

 

 


