
平成２５年度 第１回 大山田住民自治地区連合会 議事概要 

 

 日  時  平成２６年１月２８日（火）午前１０時３０分～午後０時２０分 

 場  所  阿波地区市民センター 会議室 

 

出席委員  ３名 藤森委員、奥委員、山中委員 

 

出席者   山田地域住民自治協議会事務局長、布引地域住民自治協議会事 

務局長、阿波地域住民自治協議会事務局長 

 

事務局   大山田支所長 

      大山田支所住民福祉課課長、副参事 

      企画財政部長、企画課長、企画課主幹兼企画調整係 

 

傍聴者   １名 

 

発言者 発言要旨 

支所長 

連合会会長 

住民福祉課長 

 

企画課課長 

 

企画課事務局 

～あいさつ～ 

   〃 

司会進行 

会議の公開及び議事録作成のための説明 

第２次伊賀市総計画案諮問の趣旨説明と地区別計画の現状報告 

資料の確認 

第２次伊賀市総合計画の説明について 

・総合計画案・諮問～答申の流れ 

第２次伊賀市総合計画策定経過 ‥‥‥ 資料１ 

・第２次伊賀市総合計画の概要 

1.総合計画について 

2.総合計画の策定方針 

3.総合計画の構成 

4.総合計画の期間 

5.（仮称)再生計画 

・伊賀市政再生のための指針 

・分野別計画 

・計画の推進 

 



 ・これまでの「地区別計画」の問題点 

・今後に向けた「地区別計画」の課題 

第２次伊賀市総合計画 基本構想（案）10年 ‥‥‥ 資料２（P1～P15） 

・伊賀市の現状と今後の傾向（P1～P5） 

・伊賀市の「潜在力(ﾎﾟﾃﾝｼｬﾝ)」(P6) 

・めざす伊賀市の将来像(伊賀市民がみんなめざす市の将来像)（P7参照） 

勇気と覚悟が未来を創る『ひとが輝く 地域が輝く』伊賀市 

・まちづくりの基本理念（P8） 

（1）「市民」が主体となり地域の個性が生きた自治の形成 

（2）持続可能な共生地域の形成 

（3）交流と連携による創造的な地域の形成 

・まちづくりの基本政策（P9～P13） 

1. 安全   ･   安心 ～市民の暮らしの「安全･安心」を確保します～ 

2. 活      力 ～自立・持続できる｢活力｣を創出していきます～ 

3. 人・地域づくり ～未来のまちづくりを担う｢人・地域づくり｣を進めます～ 

・土地利用の方針（P14・15） 

 森林ゾーン、農住ゾーン、市街地ゾーン、【土地利用計画図】 

第２次伊賀市総合計画（仮称）再生計画(案) 3年 ‥‥ 資料３（P1～P171） 

・分野別計画（P18） 

1.健康・福祉（P19～P43） 

2.生活・環境（P45～P69） 

3.産業・交流（P71～P93） 

4.生活基盤（P95～P111） 

5.教育・人権（P113～P134） 

6.文化・地域づくり（P135～P153） 

・計画の推進（P155） 

7-1  市民への市民参加の推進（P157～P160） 

7-1-1 地域内分権の推進 

7-1-2 情報共有と市民参加 

7-2  行財政改革の推進（P161～P171） 

7-2-1 財政の的確な運営 

7-2-2 市民の期待に応えられる人・組織づくり 

7-2-3 行政の自立的な運営 

7-2-4 進行管理のしくみ 

以上の項目で資料を説明したあと意見が出された。 
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企画課課長 

 

全般的に期間が非常に厳しい状況、手続きとして諮問・答申がある事は分

かった。この 27日に最終的に再生計画、基本構想と再生計画の策定は同一

スケジュールで最終いつ目標にするのか。 

最終的には 3月議会で、最終日は 3月 25日、基本構想については期間が 10

年であり議会へ上程する。再生計画については審議会で、内容について議

論に時間がかかり、今回、各住民自治協議会へ審議会から答申を頂いてい

ない状態のものを諮問する。 

かなりの量もあることから少し期間を設けて答申して頂くことになる。 

住民及び自治協レベルの中で、これだけのものをどのように周知するのか。

周知したうえで意見をもらうのか。非常に困難な感じがする。 

他の連合会の中でも、どういう形で自治協に諮ればいいのかという質問も

いただき、自治基本条例に基づいて各住民自治協議会の皆さんへ諮問する。

その中で、各住民自治協議会でどのように協議をするのか。役員会か運営

委員会なのか。運営委員会を開いて会長一任という話は各自治協の判断に

任せる。資料については、役員会あるいは運営委員会の会議に諮る部数を

用意するのでご対応して頂きたい。 

基本構想についても中間案に市民交換会で意見を頂いた分を修正した内容

で、量的にも再生計画より少ない量である。 

この後の審議会等でも最終的に基本構想を審議する日程等もあり 2段階で、

この基本構想を 4日までに答申して頂くことを考えている。 

基本構想が概ね 10年、再生計画というのはどんな設定になっているのか。 

期間的には 26 年度から 28 年度までの 3 年間になる。これまでの総合計画

については前期・後期とそれぞれ 5 年間であったが、今回、任期中の市長

が、その計画の責任を果たしていくという観点で任期に合わした計画期間

が望ましいことから、今回、就任して 1 年が経っているので残りの 3 年間

という設定になっている。図にもある様に、次も 4年間で考えている。 

基本構想の 6 頁「市民の誇りである豊かな自然・・・」上から 3 段目「農

業や里山を活かした集落施設が都市との交流を盛んにしており」の「盛ん

にしており」の表現がすでに既成の事実になっている感じがする。これは

伊賀市全体の基本構想であるから、それと 8 頁のまちづくりの基本理念の

「市民」が主体となり地域の個性が生きた自治の形成というのはよく分か

るが、市民自身あるいは地域が自らの責任のもと・・・「市は、これらの活

動を支援し」と違って、市は、これらと活動と共に何かをやるとか。これ

では、住民が勝手にして市はアドバイスだけのような感じがする。 

自治基本条例の中の部分で、これまで行政が行ってきた部分と協働の部分

がある。これからは市民の方々が主体となって行っていくことで地域の自



 

 

 

委   員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画財政部長 

 

 

治の形成が図られるという観点から、当然、支援するだけではなく一緒に

行っていくこともあるが、市民が主体となっていくことで考えたときには、

市は、その活動を支援していくことになる。 

健康・福祉あるいは地域づくりを進めていくなかで、大山田の「せせらぎ

運動公園」では、運動と健康であり、市が県から占用許可を受けているこ

とから地域づくりの交流の場として位置づけて欲しい。 

中心市街地の活性化として庁舎との絡みのなかで、中心市街地の活性化を

どう考えていくか。 

少子高齢化がすすむ中で、農業のあり方、職種の拡大、担い手育成などを

市単独で支援を考えて欲しい。 

市民センターの老朽化に伴い、活動をするにも設備が整っていない。市民

センターを何処に指定管理しても市の施設であり、どういう運びに持って

いくのか。 

地域医療の充実で実施計画に於いても充実して欲しい。 

農業では「菜の花プロジェクト」市も出資していることで、販売・販路の

確保が大事である。 

消防庁舎の再生計画にも出ていたが、活断層があることの報告を受けてい

る。災害が起きた時に消防庁舎はフル機能する施設なので、地震で活断層

があるので行けないことがあっては大変なので、消防委員会で、今後、協

議のなかで考えて欲しい。 

地域包括交付金の見直しでは、増える方向で見直して貰いたい。今まで色

んな話の中では物を売るとか貸し館にするなど財源確保という話があった

けれど、恐らく、その分だけ交付金からマイナスになることが目に見える。

先の市民センターで言ったけれど、全部形態が違うので、形態が一緒だっ

たらある程度できる。地域包括交付金の見直しのなかでは、どのようにし

たらいいか十分に配慮いただきたい。 

支所の充実と今後ということでは、支所というのは地域住民の一番の窓口

である。公共機関、公的な機関なので支所に十分、緊急の時に使える財源

を各支所に確保する方向性で考えて欲しい。（現状は 10万円以上の契約で、

本庁と支所で契約の手続きには長期にわたり時間かかり緊急性に間に合わ

ない現状）部長の配慮で、すでに H26 年度というと予算編成をしていると

思うがお願いをしておきたい。そういうことによって、緊急性を要するこ

とを先に実行すれば、地域住民としても安心・安全に繋がると考える。 

支所の充実・機能の充実は市長も言われていることで、具体的な体制なり

財源は、その方針であるが具体的にそれをどうするかは、まだ、検討して

いる段階である。当初予算でまだ見えていない状況であり、そういう方向
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で検討が必要である。 

支所機能の充実というのは、新年度予算査定のヒヤリングが済んでいると

思う。H26年度の早いうちに地域の区長さんとか住民自治の人とも、地域に

よって条件が違うと思うので…… 

予算編成は、今までも財政で一般の経常経費を配分して、それ以外の政策

的な部分も含めて財政が査定していたが、財源の地方交付税が合併時から

の 10年間の特例期間は合併した市町村が、これまで貰っていた交付税を合

算した形で 10 年間は継続していた。10 年経って段々と 30 億円が 5 年先ま

で減るということで、H27年度から減額となる。10％・30％・50％・70％と

減ってくる。予算編成の方式も変えていかなくてはならない。H27年度予算

から H26 年度に検討して H27 年度には各部に権限を持たせ、部に一定、一

般財源を配分する形で部に予算を決めて貰う。財政が切ってきている時代

ではなくなってきている。（財政では出来なくなってきている状況）そうい

う権限を各部で配分するなかで各支所の権限をどう持たせていくのかは、

H26年度に検討する方向性が出ている。 

基本構想の中の 7 頁「将来像」というところで審議会でどんな議論、代表

的な議論があったかを聞きたい。「暮らしに不便を感じ、将来に不安を感じ、

暮らし憎さ」という言葉が出て来るが、委員さんの認識は、主な意見とい

うのは何なのか。それが、本来の基本構想あるいは再生計画の基になるも

のだと思うので、どんな意見が出たのか、代表的な意見を 2～3紹介しても

らいたいことと「勇気と覚悟」で未来を創るという主語は誰なの。多分、

市民と行政だと言うのだろうけど。そこの議論、どんな議論が出たのか聞

きたかった。（簡単に） 

将来像も含めて、全般的に、これまでの総合計画の基本構想が、バラ色の

明るい部分が多く出していたのがあったと思う。現状と今後の傾向の中で

捉えている中身も含めて、委員さんの方では、現状をしっかり認識する。

それをきっちりと伝えていくべきだということで、不安を煽るという事で

はないが、きっちりと現状を理解して、読んで頂く方に理解して頂くため

には、少しマイナスイメージになるような表現、そういった部分も必要で

はないのか。中には、もっと厳しいことを書いたらどうやというような意

見もあった。最終的には、このような表現になっている。 

全体的に観て、この現状認識のところは、そのようなことで書いていると

よくわかる。ちょっと付け加えて、ポテンシャル（潜在力）と書いてあっ

て、本来だともうちょっと良いとこも、本当の伊賀市としての良いとこも

あると思って、もう少し書く必要があると思う。（感想として） 

確かに、そのような意見もあった。今、申し上げた通り、厳しい状況とい
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うのは、市民の皆さんに読んで頂いた方に認識をして頂くために、表現と

してはきついかも分からないが必要ではないのかということになった。そ

れと「勇気と覚悟」未来を創る。おっしゃるように、行政も含め、市民の

方々で組織して頂いている自治組織や各団体・企業、そういった方を全部

含めて、「勇気と覚悟」を持って作って行くという認識で審議会の中でもそ

のようなことで認識して頂いている。 

10頁の「安全・安心」のところで、ここは「安全・安心｣の原点は何なの、

勿論、健康・福祉とすべて書いて貰ってあるのだけれど、もう一つの大き

な柱は、昨今、災害かなと思って、災害のことは書いてあるのだけれど、

ちょっと消極的すぎるかなという感じがした。我々の地域では、大きな災

害もあった。「せせらぎ運動公園」の事もそうだけれど、積極的に災害に強

い地域を創るみたいな表現も含めて、そういうこともあり、尚且つ再生計

画の中で、もう少し重視して書いて貰いたい。それが、私の今の災害につ

いての感想で、もう一つは、ゾーニングの話ですけど、14・15 頁の数値的

あるいは考え方整備というのは 3 つのゾーンにしたのは、何か考え方があ

るのか。 

考え方については、土地利用の方針が、ここにも書いてあるように、市全

体の都市計画の基本的な方針で、これ平成 22年に策定した都市マスタープ

ランから、その期間が平成 32年までの 10年間を期間として策定している。

マスタープランを策定している中で、この前の後期計画の方もマスタープ

ランに基づいて、土地利用方針として考えている。今後、策定した 22年か

ら比べて、見通しのなかで人口が減ってくるということも踏まえた中では

マスタープランのほうも、いつの時点か分からないが見直しも必要ではな

いのかという担当の課でも考えて頂いているところである。現状としては、

今、策定している都市マスタープランに基づいた土地利用方針を持って、

総合計画の方針としてさせて頂いている。 

 

 

 

 

その他  意見なし                  終了 

 


