
No 頁 行 変更前 意見 変更後 備考

1 3 1

「伊賀市の現状と今後の見通し」

⇒

（審議会）
総合計画を作る要素として、現状認識をどうとらえるか。
事務局は伊賀市の現状として出している。それをどうと
らえるか。実際には見通しをここで示すのではなく、どん
なトレンド、どんな問題意識で現状をとらえなければい
けないか、という程度に抑えないと難しい。現状をどんな
意味合いで、問題意識で市民にとらえてもらうか。人口
は確実に減ってきているし、今後も伸びる要素はない。
これが危機感としてとらえられているし、世帯もそうであ
る。生産年齢人口も経済の縮小と捉える考えもあるが、
高齢人口が増えることによるビジネスチャンスとの捉え
方もあるということを示す程度にすべきだと思う。
中間案の「伊賀市の現状と今後の見通し」では、総合計
画の見通しと誤解される。ちょっと行き過ぎた見出しでは
ないか。

⇒

「伊賀市の現状と今後の傾向」

2 3 5

わが国の総人口は、平成20(2008)年頃から減少に入ったと言われま
す。・・・

一方、それらの年齢層を支える若い年齢層は少なくなっており、・・・ ⇒

（審議会）
人口減少社会の突入は国勢調査で明らか。「入りまし
た」とすべき。
生産年齢人口は１９９６年より減少に転じ、２００８年から
減少しておりますとはっきり書いてはどうか。

⇒

原案のとおり。
※　総人口については増減を繰り返すため、いつの時点で人口減
少社会に入ったかということについては、明確にしづらいという側面
があります。ここでは、総務省の統計による「総人口の月別推移」に
おいて、平成20（2008）年12月に総人口がピークであったことを
　念頭に置き、確定的な表現を避けて記述したものです。

3 3 図

グラフ「伊賀市の人口ピラミッドの変化」

⇒

（庁内会議）
人口ピラミッドの変化が分かりにくいので、経年変化が
分かるように、３つぐらいのピラミッドを並べたグラフに変
更してはどうか。

⇒

人口ピラミッドのグラフについて、変化が分かるように平成７年・２２
年・３７年の図を並列する形に修正。

4 4 図

グラフ「伊賀市における年齢別人口の推移及び推計」

⇒

（審議会）
高齢化率の折れ線グラフについて、比率が上がってい
るのは何か増えているような印象を受けるので、P3にあ
る人口ピラミッドを、平成２、２２、３２、４２年の４つ並べ
ておけば分かりやすいのではないか。

全般的に、グラフにしても、分かりづらい。ここに来てい
る人は関心があるが、伊賀市の基本構想ということで一
般の市民に周知していくことが目的とすると、もう少し分
かりやすくならないか。
例えばP4のグラフ。高齢化の推移と年齢別人口の推移
をまとめて書いては読み取るのに時間がかかる。どう最
終的に誰に出していくのか。見せ方としてそこをはずさな
いようにしないといけない。

⇒

年齢別人口の棒グラフの下に、６５・７５歳以上の比率を示した折れ
線グラフを配置する形で修正。人口減少の推移を印象付けることと
する。

5 4 図

グラフ「伊賀市における年齢別人口の推移及び推計」注釈文
※推計値については、国立社会保障・人口問題研究所による「日本
の地域別将来推計人口（平成25 年3 月推計）」による

⇒

（審議会）
人口問題研究所の人口推計は、高位中位低位の３段階
あり、さらに６通りぐらいに分けており、最終的に９段階
ぐらいの推計を出している。現在は低位推計よりさらに
減少率が進んでいる。本日の資料は中位推計だと思う
が、低位推計を採用するのが安全。あるいは高位、中
位、低位を併記するのが親切ではないか。せめて中位
推計と注記すべき。

⇒

グラフ「伊賀市における年齢別人口の推移及び推計」注釈文
※推計値については、国立社会保障・人口問題研究所による「日本
の地域別将来推計人口（平成25 年3 月推計）」による中位推計の値

基本構想中間案　第４回から第５回への変更内容
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6 5 図

「伊賀市における世帯類型別世帯数の推移」

⇒

（審議会）
P5世帯が増えるような印象のある棒グラフなので、円グ
ラフの方が良い。H２、１２、２２年の３つぐらいあればよ
い。

⇒

原案のとおり。
※核家族世帯、単独世帯増加による世帯数増加は実績であり、数
値の変化をつかむため。

7 6 3

「また、地方交付税については、今後、合併の特例期間が終わ
り、・・・」

⇒

（審議会後の委員提案）
２行目　「今後、」の後に、合併の特例期間が終わる年
号を入れてはどうか。 ⇒

原案どおり。
※グラフ「地方交付税（普通交付税）合併算定替による増加分の推
移」を追加する。

8 6 図

厳しい財政状況
グラフ「伊賀市における歳入の状況」

⇒

（審議会）
平成４２年までの経産省産業構造審議会の総生産推計
を記載してはどうか。

人口推計のH４２年までのデータは可能だが、総生産は
難しいし、グローバルなものはいらない。前回、市税収
入の減少については資料を出してもらっているので、何
分の１ぐらいにはなるというのは、記述してはどうか。
今回の総計は、市民に危機感を共有してもらうのと、総
花ではなく選択と集中で重点プロジェクトのこれをやって
いくんだということを打ち出す、踏み込んだ新しいスタイ
ルでやっているので、現状だけではなく危機感を持つと
いうことで未来に関わるデータを入れておいたほうがい
いと思う。

⇒

厳しい財政状況
グラフ「伊賀市における歳入の状況」

グラフ「地方交付税（普通交付税）合併算定替による増加分の推移」
グラフ「市税の推移」
を追加。

9 7 8

「つまり、これまでどおりのやり方では、・・・」

⇒

（庁内会議）
「やり方」だけではなく、その他多くの要素が重なるた
め、現状のままではいけないというニュアンスが必要。

⇒

「このままでは、・・・」に修正。

10 7 図

グラフ「公共施設の市民一人あたりの延床面積の比較」

⇒

（審議会）
P6公共施設延べ床面積の比較。単にこれだけ見ると伊
賀市いいやんかと思う。適切な延床面積を付け加えて
はどうか。

公共施設の維持には大変な金額を要する。修理して残
すのか、稼ぎの悪いものは売却、除却すべき。いつまで
も残っているのは問題。遊休資産的なものは早く、差額
で損があっても処分すべき。総合計画のなかで今抱え
ている大事な問題。どこかでしっかりと対処しないといけ
ない。適正数値がわからないと判断できない。伊賀市と
してどういう手を打つのか、次の段階でいいのでぜひ取
り上げていただきたい。

⇒

グラフ「公共施設の市民一人あたり延床面積の比較」
グラフ「伊賀市が保有する公共施設の内訳」を追加。

11 8 12 ⇒

（審議会）
インフラの整備とは一体どうなっているのか。農林業を
活用し、発展させるためにはインフラの手当ても必要だ
が。

⇒

対応なし。
※（仮称）再生計画の中で個別の施策として対応する。

12 9 4

「伊賀市の現状と今後の見通し」

⇒

P３の修正に合わせる。

⇒

「伊賀市の現状と今後の傾向」
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13 9 7

「このため 、伊賀市民がみんなでめざす市の将来像を次とおり掲げ
ます。」

⇒

（審議会後の委員提案）
「伊賀市民がみんなでめざす」　→　「みんなでめざす」

理由：同ページの２行目に、「市民、自治組織、市民活
動団体、企業、行政等」と、団体等を含まず個人を意味
するいわば狭義の「市民」を使っている直後なので、「伊
賀市民のみんなでめざす」が、団体や企業、行政が含ま
れないように読める。

⇒

原案どおり。
※伊賀市自治基本条例においては、「市民」を、「住んでいる人のほ
か、通勤・通学者、市内の企業・団体も含むまちづくりの主体者」とし
ています。このことから、単に「市民」と言うときには、「伊賀市にかか
わるすべての主体」を指すと考えられます。
一方、当該ページの２行目のように「市民、自治組織、市民活動団
体、企業、行政等」と並列しているのは、今後、あらゆる主体が公共
の役割を担うことを強調するためにこのような表現を用いておりま
す。
従来の計画が行政計画としての色合いが強いものであったのに対
し、今回は行政は各主体が一体となって取り組むというニュアンスを
こめた表現として「伊賀市民みんなで」という記述とする。

14 11 11

「自立・維持した・・・」

⇒

（庁内会議）
文言精査の上、適正な表現に修正

⇒

「自立・維持できる・・・」

15 11 図

「３つの基本施策」

⇒

（審議会）
円を３つも分かりやすいが市民のマンガを書いて３本の
柱で支えるというイメージ図がいいのでは。

⇒

対応なし。
※３つの施策が独立しているのではなく、相互に関連しながらまちづ
くりを展開していくイメージを強調するため、原案のイメージ図を採
用する。
ただし、冊子の製本時には参考とする。

16 11 全体 ⇒

（審議会）
３つの基本政策のそれぞれの政策部分に、伊賀市らし
さ、伊賀らしさがない。どこの市や町でも通用するような
捕らえかたになっている。次の段階ではこの伊賀に合う
施策の具体化、文言で書かないと入り口で止まってしま
う。

⇒

対応なし。
※（仮称）再生計画の中で個別の施策として対応する。

17 12 2

「わたしたち市民が・・・」

⇒

（庁内会議）
文言の統一。 ⇒

「私たち市民が・・・」

18 13 1

「自立・維持した・・・」

⇒

（庁内会議）
文言精査の上、適正な表現に修正

⇒

「自立・維持できる・・・」

19 13 5

「一方、伊賀市と同じような地方都市でも、個性を発揮し、小さいなが
らも輝いているまちはいくつもあります。」

⇒

（審議会）
「人口が減り・・並大抵のことではありません」と人口減
少を嘆いているが、マイナスではなくビジネスチャンスと
とらえるべき。国の審議会の大方の答申がそうなので、
その記載をしてはどうか。

⇒

「一方、伊賀市と同じような地方都市でも、個性を発揮し、小さいな
がらも輝いているまちはいくつもあります。人口減少社会であって
も、交流人口を増やすことや、医療・福祉関連産業への需要をつか
むことも必要です。」を追記。

20 13 27

●地域資源とおもてなしの心を活かした観光のまち づくり
●消費者とつながる元気な農林業のまちづくり
●中心市街地と各地域拠点が連携した賑わいあるまちづくり
●地域性を活かしたモノづくりと新たなサービス創出が活発なまちづ
くり
●だれもが 働きやすく、働く意欲が持てるまちづくり
●自然景観と調和した、街並みに秩序があるまちづくり
●市内外のネットワークにより、人・モノ ・情報の流れが活発なまち
づくり
●多様な主体が地域課題を解決するため起業できるまちづくり

⇒ ⇒

●地域資源とおもてなしの心を活かした観光のまち づくり
●消費者とつながる元気な農林業のまちづくり
●中心市街地と各地域拠点が連携した賑わいあるまちづくり
●地域性を活かしたモノづくりと新たなサービス創出が活発なまち
づくり
●だれもが 働きやすく、働く意欲が持てるまちづくり
●多様な主体が地域課題を解決するため起業できるまちづくり
●歴史文化や風土と調和した、秩序のあるまちづくり
●市内外のネットワークにより、人・モノ ・情報の流れが活発なまち
づくり

21 13 28

「●自然景観と調和した、街並みに秩序があるまちづくり」

⇒

（庁内会議）
P12「安心・安全」の政策の「自然を守り、自然と調和した
まちづくり」との違いはなにか、表現が混乱を招く。 ⇒

「歴史文化や風土と調和した、秩序のあるまちづくり」に修正。
※都市計画関係の政策であることを明確にし、区別を図る。
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22 14 5

「まちづくりは 人づくりから」と言われるように、未来に誇れるまちを
実現す鍵は人づくりにあります。また、人と人が連帯意識と分担意識
を持って連携することによって、地域を動かす力となり ます。

⇒

（審議会）
人・地域づくり。最終的にどんな人を作りたいのか。勇気
と覚悟というキーワードをもって作りたい人はどんな人
なのか。企業で言えば人事評価のようなもので、どうい
う人を作れば伊賀市が誇れるまちになるのか。もう少し
議論し、ターゲットを明確にしたほうが良い。

⇒

⇒

（審議会後の委員提案）
【どういう人を育てるか】
「人を育てる」ということは分かりますが、中間案の内容
では、どういう理由で、何を目指して育てていくかが
ちょっと見えづらいと思います。
具体的には本文のなかで、子どもたちの教育に関し、
「個性を伸ばす」、「人へのやさしさ」、「自らの将来像を
見据えることができる」とあります。「多様性」「相互容
認」「自立」などを育む方向で大変よいとは思います。
しかし、今回の総合計画では、伊賀市の将来を考えた
際、一人ひとりが「勇気」、「覚悟」を持ってまちづくりに臨
むことが必要だ、という強い投げかけをしています。その
ことが「人づくり」の文面に反映されていないのは問題で
はないでしょうか？もう少しこのキーワードを掘り下げて
欲しいと思います。
「勇気」は失敗を恐れず、周りの目に縛られない、「覚
悟」は苦労や厳しい状況の中でも腹を決める、といった
ことですが、周囲の様子を伺いながらそれにあわせて動
くのではなく、一人でも考え、一人でも決め、一人でも動
く、そういうアクションにつながります。もちろん、それは
実現していく実力を伴わないと認められません。ただ、
最初から完璧を求め続けるより、受け身ではなく能動的
に、主体的に、そういう姿勢を皆で尊重し認めていくかど
うか。それは「リーダーシップ」の育成と深い関係がある
ものだと思います。

⇒

【どのように育てるのか・育成システム】
率直なところ、市民全体に直ちに「勇気」と「覚悟」を求め
るというのは現実的ではないと見ます。むしろ、勇気と覚
悟を持った人がいればその人を尊重し、評価し、育んで
いくような体制を行政システムとして制度設計することが
大切かと思います。
そしてそういう小さな積み重ねのなかで形成される雰囲
気のなかから、徐々に次代の担い手が育ち、地域の
ヒーロー・かっこいいリーダーとなって、誰もが自分も
やってみようと思うようになる、そうした長期に渡るグ
ループダイナミクスを視野に入れた構想が必要ではない
でしょうか？
伊賀市に生きることの「誇り」はそんな空気のなかで自
然と醸成されるものだと思います。

24 14 9

「「崇廣堂」が残り、・・・」

⇒

（審議会）
崇廣堂は地域の人が作ったものではないので事実関係
に反する。崇廣堂が残っています。でいったん切り、「地
域の人が主体となって、」とつなげる（上野市史に類似
の記述があったはずなので参考にされたい）

⇒

「「崇廣堂」が残るほか、・・・」と修正。

「「まちづくりは 人づくりから」と言われるように、未来に誇れるまちを
実現する鍵は人づくりにあります。私たち一人ひとりが、伊賀市の一
員、地域の一員としての自覚と責任感を持って行動できる人である
ことが大切です。また、人と人がお互いを尊重し、認め合いながら連
帯意識と分担意識を持って連携することによって、地域を動かす力
となり ます。」に修正。

51423
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25 14 14

●女性 がより一層 活躍 できる 男女共同参画のまち づくり
●あらゆる 差別を許さ ず、互いの人権を尊重するまち づくり
●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
●文化の違いを 尊重し 、多文化が共生するまち づくり
●文化活動やスポーツが発なまちづくり
●地域活動や 地域産 業など の担い手 が育ち 、活躍するまづくり
●地域 活動 や市民活動 が活発な まち づくり

⇒

（審議会後の委員提案）
ページ１３　人・地域づくりに向けて展開する政策のとこ
ろで政策の並べ方を一貫した政策が見える工夫をして
は？
例えば
　　・あらゆる差別をなくし、、、、
　　・女性がより一層、、、、
　　・文化の違いを尊重し、、、、
　　・生涯にわたって生きがい、、、、
　　・将来を支える子どもたちが充実した教育を、、、、
　　・文化活動やスポーツ活動、、、、
　　・地域活動や地域産業などの担い手が、、、、
　　・地域活動や市民活動が、、、、

⇒

●あらゆる 差別を許さ ず、互いの人権を尊重するまち づくり
●女性 がより一層 活躍 できる 男女共同参画のまち づくり
●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
●文化の違いを 尊重し 、多文化が共生するまち づくり
●文化活動やスポーツが発なまちづくり
●地域活動や 地域産 業など の担い手 が育ち 、活躍するまづくり
●地域 活動 や市民活動 が活発な まち づくり

※（仮称）再生計画における各分野の編成を考慮しながら整理。

26 14 26

●女性がより・・・
●あらゆる差別・・・

⇒

（庁内会議）
あらゆる差別がまずあって、個別の「女性」は次に来る。
「あらゆる差別・・・」→「女性・・・」という順番の方がよ
い。

⇒

●あらゆる差別・・・
●女性がより・・・
に修正

27 14 29

「●生涯にわたって生きがいが持てるまちづくり」

⇒

（審議会）
「生涯にわたって生きがいの持てるまちづくり」とある。ほ
かの政策は「男女共同参画」とか「人権の尊重」とか、具
体的なすべきことがわかる気がするが、生きがいを持て
るとは何か。これらすべての政策が実現していって生き
がいが持てるまちが出来ていくという構図になるのでは
ないか。ここでは場違いで、前文等に入れてはどうか。

⇒

「●生涯にわたって学びの機会が持てるまちづくり」と修正。

※生涯学習についての施策を想定しているため。

28 17 図

「土地利用計画図」

⇒

（審議会）
土地利用計画図。島ヶ原や希望が丘は市街地ではない
のかと言われそう。この際今の団地と集落は全部山吹
色（市街地）で塗ってはどうか。

⇒

原案のとおり。
※伊賀市都市マスタープランの「土地利用ゾーニング図」を引用。
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