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平成 25年度第５回伊賀市総合計画審議会 議事録 

 

開催日時 平成 25年８月 28日（水）14:00～17:50 

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） 

 平井つゆこ（伊賀市民生委員・児童委員連合会会長） 

 坂本 元之（伊賀市障がい者福祉連盟会長） 

 堀川 一成（上野商工会議所副会頭） 

 宮嵜 慶一（一般社団法人伊賀上野観光協会副会長） 

 鈴木八千代（公募委員） 

 中森 宏一（公募委員） 

 村山 邦彦（公募委員） 

 岩崎 恭典（四日市大学副学長） 

 相川 康子（特定非営利法人ＮＰＯ政策研究所専務理事） 

 中村 忠明 

 立田 彰子 

 武田 恵世 

 山本 秀美 

議事日程 １ あいさつ 

２ 議事録署名者の指名について 

３ 第４回審議会議事録の確認について 

４ 第４回審議会質疑内容の確認について（資料１） 

５ 審議事項 

（１） 総合計画基本構想中間案について（資料２、３） 

（２） （仮称）再生計画重点プロジェクトについて（資料７、８） 

（３） （仮称）再生計画の原案について（資料４、５、６） 

（４） 総合計画基本構想中間案・庁舎整備計画中間案市民意見交換会の開催につい

て（資料９） 

６ その他 

議事概要 １ あいさつ 

・松崎会長あいさつ 

◇会議の成立の確認 出席者 17名、欠席者 3名、条例第 6条 2項より成立 

◇会議の公開 条例及び運営規程に基づき、公開とする 
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２ 議事録署名人の指名について 

◇議事録 運営規程第 4条に基づき、坂本委員、村山委員を署名委員とする 

３ 第４回審議会議事録の確認について 

◇前回審議会議事録の修正のあるなしを確認し、最終的に前回会議で議事録署名

人となった委員に再度確認して頂き署名を頂くこととする。 

（委員） 

根本的な問題ではなく、単なる「てにをは」の修正なので、ここでは言わず、事

務局に言わせて頂く。 

 

４ 第４回審議会質疑内容の確認について（資料１） 

・第４回総合計画審議会意見・対応一覧（基本構想）（資料１）について説明（事

務局） 

 

５ （１）総合計画基本構想中間案について（資料２、３） 

・資料２、３について説明（事務局）質疑 

 

（委員） 

今までのこの審議会は質問と意見が出るばかりで審議ができていない。今日は審

議を進められるような進行をお願いしたい。何か意見があればまた次の意見、とい

うのではなく、その都度、賛成、反対を問うて頂きたい。 

３ページに「今後の傾向」とあるが、言葉としては「動向」の方がよい。また、

４ページの「高齢化率」の折れ線グラフは、３ページに人口ピラミッドの図がある

ので、削除した方が見やすいのではないか。 

６ページについて、「地方交付税の増加分の推移」とあるが、なぜ増加分だけがグ

ラフになっているのか。地方交付税全体のグラフがあった方がわかりやすいと思う。 

13ページについて、「人口減少社会であっても」から「医療・福祉関連産業への需

要をつかむことも必要です」とかなり具体的であるが、医療・福祉関係産業の需要

をつかもうとして悪いことをしている人もいる。ここは単に「人口減少をビジネス

チャンスと捉えることが重要です」としておいた方がよい。また、最後の土地利用

計画図は、面倒でも集落と山を色塗りしておいた方がよいのではないか。 

（委員） 

「傾向」と「動向」の違いを教えて頂きたい。 

（委員） 

同じである。ただ、ニュアンスが若干違う。「傾向」というと無責任というような

ニュアンスがあるが、「動向」というとやや前向きな印象がある。 

（委員） 

「傾向」は、どちらかと言えば自然の流れ、世の中がずっと自然に行くさまを指
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すと思う。一方、何らかの活動や行動など大きな変化が起きるとすれば、「動き」で

あるので「動向」ではないかと思う。恐らく人口というのは、余程大きな出来事、

例えば戦争が起きたなど大変なことが起きたというと、人工的に何か動きが変わる

と思う。私は、「傾向」でよいと思う。 

（委員） 

そのままでよいと思う。 

（会長） 

では、「伊賀市の現状と今後の傾向」ということで賛同させて頂く。次に４ページ

の折れ線グラフについて。 

（副会長） 

比率を知っておく必要はないだろうか。この折れ線グラフを見て、平成 32年には

75 歳以上人口が 17.9％となり、平成 2 年の 65 歳以上人口比率と同じ位になるとい

うことを見てもらうことに意味があるのではないか。 

（委員） 

それならば、上の棒グラフのところに％を入れればいい。上の部分は 65歳以上だ

が、75 歳とあまり変わらないので、この紫色のところに％を入れた方が一目でわか

り、見やすいと思う。 

（委員） 

一般的な市民の反応では、３ページの図も、４ページの図もよくわかる。しかし、

なかったら具合が悪いという訳ではない。一般的な市民の感覚を持てばよくわかる。

要するに、誰でもわかるようなものをつくって頂きたい。一部の組織しかわからな

いようなものではなく、一般的な庶民がわかるようにして頂きたい。 

（副会長） 

ここでは、高齢者人口の１人を生産年齢人口の２人で支えるということが言えれ

ばよいので、これでよいのではないかと思う。 

（委員） 

見かけの問題である。グラフは少ない方がよい。 

（委員） 

３ページのグラフには、和暦と西暦が載っているが、４ページのグラフには西暦

が載っていない。元号が載っていてもよいが、西暦の方がよくわかるので、西暦も

含めるようにお願いしたい。 

（委員） 

確かに、その方がよいと思う。 

（委員） 

棒グラフと折れ線グラフについて、確かに棒グラフに数字を入れれば折れ線グラ

フの数字は出てくるが、市民の皆さんがわざわざ電卓を出して計算するということ

は恐らくないので、今のように２種類で表す方が市民に対しては丁寧である。 
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（委員） 

なぜ 75歳以上のグラフが必要なのかということがコメントの中にない。75歳以上

がなぜ明記される必要があるのかということを問題にすべきである。確かに、後期

高齢者で 65歳以上というだけではなく、65歳ぐらいの方には、これから支えてもら

う訳である。それ以上の方が介護の対象になり、更に医療保険であれば 75歳以上の

方が、ということになってくるので、超高齢化社会が来る、ということを表したい

のであれば、そのようなコメントが必要である。 

（副会長） 

３ページの下の方にあるものがそうではないか。 

（委員） 

これだけだと 75歳以上が出てこない。 

（副会長） 

団塊の世代が 75歳を迎える 10年後が心配であるということである。 

（委員） 

それならば、言葉だけではなく、この図はそのまま残した方がわかりやすい。 

（委員） 

平成 37年は赤字にする方がよい。 

（会長） 

おおまかな意見として、このままということでいきたい。和暦を西暦で表すこと

についてはどうか。 

（委員） 

西暦も入れてよいということである。入れた方が見やすい。 

（会長） 

では和暦で入れて、西暦を括弧書きにするということにしたい。 

（委員） 

他のグラフは全部元号で書いてある。全部を西暦に直すのは大変である。 

（委員） 

確かに、全部変えるのは大変な仕事になる。 

（委員） 

すべてそのようにすると、グラフとしては非常に見にくくなる。 

（委員） 

西暦の方が逆算しやすい。世界は西暦で動いているので、長い目で見る場合は西

暦の方がよいのではないか。 

（副会長） 

今ご指摘があるように、図の中に全部２つ入れ込むと大変見にくい。ここで言い

たいことは、2025 年がとんでもなくしんどい時期になる、ということである。そう

いう意味で言うと、平成 37 年が 2025 年であり、昭和 55 年が 1980 年であることが
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わかるよう、必要な部分だけに西暦を入れて、40年前と比べるとこうなる、30年前

と比べるとこうなる、ということが西暦換算ですぐにわかるようなものにしておけ

ばいいのではないか。昭和 55 年と平成 22 年は、次の世帯累計別世帯数の推移ぐら

いで、あとは平成がベースになっている。基本的には、昭和 55 年、平成 22 年、平

成 37年について、西暦で表記しておけばいいと思う。 

（委員） 

政府の統計はどうなっているのか。 

（副会長） 

基本的には元号である。 

（委員） 

日本は元号である。 

（委員） 

世界的には西暦である。 

（副会長） 

過去からのトレンドを追うには確かに西暦の方がよいが、今回は、市民にとって

わかりやすくなるよう西暦換算を入れておくというぐらいでよいのではないか。 

（委員） 

要は 10年間隔で見ている訳である。50年や 100年を遡って比較するなら西暦だと

思うが、これは平成の 10年間を見る訳であるから、併記するよりはむしろ単純に平

成で表記したほうが、シンプルでよいと思う。 

（委員） 

できるだけ西暦も入れるということでいいのではないか。 

（会長） 

副会長の提案のとおり、ポイントになる元号に西暦を入れることでご了承頂きた

い。 

（委員） 

次は、６ページのグラフについて、交付税全体のグラフに変えてはどうか、とい

う提案である。 

（副会長） 

事務局にお伺いする。将来的な交付税の見込みは出るのか。 

（事務局） 

添え書きで、「平成 25 年度は約 95 億円交付税を貰うが、30 億円に減り、平成 31

年には 65億円になる」、その程度でどうか。 

（副会長） 

65億円というのは全体か。 

（事務局） 

全体である。 
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（副会長） 

それは、確実な数字として言えるのか。 

（副市長） 

そもそも、交付税の制度や消費税率が今後どうなるか全くわからないままでは、

総額を示すことはできない。 

（副会長） 

制度改革で交付税がどうなっていくのかは見えない。今ここで言っているのは、

合併の際の算定替え給付特例が５年後には確実にゼロになるということだけであ

る。市民には、確実に 5年以内には 30億円がゼロになる、ということだけをお示し

するのでいいのではないか。 

（委員） 

それは間違いないのか。 

（副会長） 

間違いない。制度上そうなっている。 

（委員） 

決まっているのか。 

（副会長） 

決まっている。 

（委員） 

それ以上になるという可能性もあると言ったのではないか。 

（副会長） 

それは、交付税制度そのものが見直されれば、ということである。 

（委員） 

もっと減る可能性があるということか。 

（副会長） 

減る可能性もある。 

（委員） 

減る可能性があるなら、30億ということはないだろう。 

（副会長） 

30 億円は増えた分である。増えた分というより、５つの市町村が合併をして、そ

れがそれぞれの市町村で算定をしている、そういう特例が５年の間でなくなってい

くということである。 

（委員） 

特例なのか。ここには、特例とは書いてないが。 

（副会長） 

合併算定替えとなっている。それも特例と言えば特例である。 

（委員） 
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役所の人だけがわかっていても意味がない。 

（副会長） 

合併算定替えにある地方交付税の増加分の推移である。これは本当にゼロになる

ということだけ市民に理解して頂ければよい。 

（委員） 

わかりやすく書いて頂きたい。もう一度言うが、副会長や市の担当者が説明され

たが、補足説明として、やはり副市長は市長の任命された行政の責任者なのだから、

そのような政治的な背景を意見として述べて頂きたい。副会長も副会長であるから、

資料をわかりやすいように補足説明をしてもらわないと役所のことなど私にはわか

らない。以上お願いしたい。 

（委員） 

合併の特例によって 30億円が増えたということを知らなかった。 

（副会長） 

増えたというより、そのままだということである。 

（委員） 

そのようなことを全く知らなかったので、やはりその説明が要る。多少長くなっ

ても説明を付け加えて頂いたら、このグラフは生きてくると思う。 

（副会長） 

空白のところに、説明を加えればよい。書き方は正確に書かないといけないが、「こ

れは合併の際の財政的な特例措置で、今まで旧市町村が存在しているものとして交

付税が算定されてきたが、10 年の期間が終了して、伊賀市だけしか存在してないと

いう形で、交付税が削減されていく。総額で 30億円が５年の間に確実になくなって

いく」ということである。 

（委員） 

それでよいと思うが、それでもまだ合併特例という言葉がわかりにくいのであれ

ば、事務局の説明にあったように、総額が大体何年度はいくら位である、というも

のを入れておくとよい。25 年度の交付税総額はこれくらいだが、この先の金額は不

透明である。ただし、合併特例でボーナス加算されている部分に関しては確実に減

っていく、という書き方が、交付税という言葉の説明としては正しいのではないか

という気がする。 

（会長） 

では、この交付税については副会長と委員にお答えを頂いたので、わかりやすく

下の空白に書き足して頂くということでご了承頂きたい。 

（委員） 

13 ページで「医療・福祉関連産業への需要をつかむことも必要です」とあるが、

「人口減少社会をビジネスチャンスと捉えることも必要です」くらいにしておけば

どうか。理由は、今、医療・福祉関連産業への需要をつかむ悪い業者が新聞で話題
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になっているからである。 

（委員） 

今の案では交流人口を増やすということも削るという案だが、重点プロジェクト

で観光をかなりメインに打ち出すので、交流人口を増やすというところは残してお

いた方がよいと思う。医療・福祉関連産業のビジネスチャンスというように書くと

はっきりしないのか。交流人口は増やして、後半を福祉に変えるというのはどうか。 

（委員） 

それでもよろしい。 

（委員） 

委員が仰っていたように、医療・福祉関係をポンとビジネスに結びつけるという

ようなニュアンスはあまりよくないと思う。今まで行政が担っていた医療・福祉と

いう部分も、民間の方でビジネスベースで回るような仕組みをつくっていくという

ニュアンスが必要なのではないか。ローカルなコミュニティビジネスのようなもの

が成立するということが、ニュアンスとして入って来なくてはいけないという気が

する。ポンとビジネスに投げるということは不安であり、そのあたりの懸念がきち

んと文章で表現されていればよいのではないか。 

（副会長） 

おそらく、交流人口を増やすことが次の重点プロジェクトの観光・農林業の連携

に繋がり、そして、原案にある医療福祉関連産業の需要を掴むということが、医療・

地域福祉の連携にある程度繋がっていくのであると思う。そうなると、医療福祉関

連産業と言った時に、当然のことながら、伊賀市全体を対象とするさまざまないわ

ゆる民のビジネスもあれば、むしろこれから重要になってくるのは共助のしくみで

ある。この計画を進めていくためには、より狭い地域でどうやって助け合っていく

かという仕組みをもっと充実させていこうというようにできていくわけである。だ

から、それが表現できるような言葉であればいいのではないかと思う。 

（委員） 

医療福祉関係のニーズがあることは皆さんよくわかっているので、それに応えら

れるようなビジネスモデルをつくるなど、コミュニティビジネスモデルの創出のよ

うな言い方にならないか。 

「需要をつかむ」と言うと、何か凄くそういう人を呼び込んでくるという感じだ

が、善意でやっている人が、今、行政の負担が重い時に民間でまわるような仕掛け

をつくりたいということであろう。 

（委員） 

実は、その仕組みはしっかりある。ほとんど助成制度、補助金で回っている。決

して上手く行っている訳ではない。需要は決まっているので、「需要をつかむ」、こ

の言葉だけが少し引っ掛かる訳である。他にも人口減少社会をビジネスチャンスと

捉える産業は幾つか考えられるので、医療・福祉と特に言わなくてもいいのではな
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いかという主旨である。 

（副市長） 

前回の審議会で、結論が出ないまま事務局に預けられてしまったので、今、庁内

で議論している。ここでなぜこのような修文になったのかを説明させて頂きたい。

委員から人口減少社会はビジネスチャンスであるというお話があったが、人口が減

るということは当然マーケットが縮小してくるので、全体としては、なかなかその

ように言い辛いのではないかと思う。しかし、今後成長する産業もある。その代表

的なものが交流関連産業と医療・福祉関連産業ということから、例示をして一応ま

とめようという意図である。 

（会長） 

時間的なこともあるので、その部分については大まかに皆さん共通の理解をして

頂いていると思うので、事務局への預かりとさせて頂きたい。 

（委員） 

今日決定しないとパブリックコメントにかけられないので、まずは仮置きでこれ

でいったらよいと思う。 

（委員） 

今、議論になっているのは産業の捉え方についてだが、委員がコミュニティビジ

ネス的なものを中心にした共助の社会という意味で福祉・医療をみているのか、そ

れとも、もう少し活力という意味での方を重視したイメージでとらえているのかに

よって、少しイメージが違うと思う。大企業がよいとか悪いとか言っている訳では

なく、コミュニティビジネスが小さい産業だから産業として成り立っていないとい

う意味合いではなくて、ここでは、働き口や若者の定住であったりを念頭に置いた

活力であったり、元気づくりであったり、地域での活力ある、という意味合いで捉

えているので、あまりコミュニティの部分に突っ込んでいくと、この「活力」とい

う言葉がぼやけてしまうのではないかという気がしたので、整理されるときは、そ

こも含めてご検討頂ければと思う。 

（会長） 

仮置きということで、この項目についてはこれでいきたい。 

（委員） 

17 ページについて。既存の山林、農地、集落を色分けするのはさほど難しくない

ので、それをやってしまえばどうかという提案である。前回も言ったが、希望ヶ丘

や島ヶ原が山吹色になっていない。阿山の川合や馬場も山吹色になっていない。 

（委員） 

都市マスの図の引用なのでこのような古いパターンになっている。都市マスの図

の引用ではなく、新たに図をつくってはどうかということか。 

（副会長） 

16 ページに書いてあるが、前回の都市マスタープランは、総合計画をできるだけ
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図面に落とそうという形でつくられている。都市マスタープランの土地利用のゾー

ニングを見直す時は、もう一度、都市計画・土地利用計画そのものを細かく見直し

ていくことから始まるはずである。現状では、大まかに森林ゾーン、農住ゾーン、

市街地ゾーンの区分を示しているので、ここではこのような形で示すしかないと思

う。島ヶ原など、幾つかのところで市街地の部分が表記されていないという指摘は

あるが、それこそまさに人口がある程度あるところは農住ゾーンの一部である、と

いう表現であると思う。これを現状に則すということになると調整が必要になると

思うので、まずはオーソライズされたこの図ぐらいでいくしかないと思う。 

（委員） 

この図を一般市民が見る場合、自分のところがどうなっているかを見ると思う。

自分のところを見て、「うちは住んでいるけれどもここは農住ゾーンだった」、とい

うように感じてもらって、計画ではこうである、というのを理解して頂いたらそれ

でよいと思う。 

（副会長） 

この図は、このままいった方がいいのではないかという気がする。 

（会長） 

では、この土地利用ゾーニング図をそのまま使わせて頂く。 

（委員） 

７ページを見ると、伊賀市は公共施設が多い、多いから減らそうという感じで書

かれている気がするが、公共施設は多い方が悪いということはない。住民にとって

は近くに本署があって、いつも行けば公共サービスが受けられるというのは最高で

ある。だから、「難しい」という表現は辞めて頂きたい。工夫をして公共サービスの

水準を上げるようにがんばって頂きたい。 

（委員） 

現実に難しいから難しくなると書いてある訳である。 

（委員） 

これは、６ページの「厳しい財政状況」ということを受けて、沢山ある公共施設

の維持が難しいから、いわゆる選択と集中を行って、厳しい財政状況を少しでもカ

バーしよう、という繋がりで記載されているのではないか。 

（委員） 

それを考えて計画していかないといけない、というような表現にして頂くと、庶

民としては、頑張らないといけないなという気になる。消極的、悲観的な文章では

なく、希望を持つような文章に変えて頂きたい。 

（委員） 

厳しい、難しいというのは素直に書いた方がよいと思う。ただ、委員が仰ってい

るのは、前回の資料、再生計画重点プロジェクト（案）の時の対応案として、公共

施設の再生というのは、再生計画の「計画の推進」の中で検討するというように、
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前回できちんと入れているので、その時に意見として仰って頂ければいいのではな

いか。今日はとりあえず、パブリックコメントに出すこの案を確定する、という話

なので、「厳しい」という表現で置いておくということで納得頂くとありがたい。今

の意見は、再生計画の議論の中でもう一度仰って頂けるとありがたい。 

（村山委員） 

厳しい財政状況の中で、ストレートに公共施設の話を言ってしまっているが、市

の支出の全体像が見えないままに公共施設について言及しているのは、構成上少し

問題なのかもしれない。全体の中で歳出がこうなり、公共施設のここは問題だから

削らないといけないというように、全体の中での位置付けがもう少し見えないとい

けない。 

（副会長） 

今の意見は、歳入の見通しではなくて、ということか。 

（委員） 

歳出に関してブレイクダウンがないままに、いきなり公共施設の話になっている

ので、なぜ、そこだけ最初に削るのかという話になるのは当然である。 

（副会長） 

入るを図って出るを制すという話がこれからもずっとできるかというと、絶対で

きない。歳入が図れない。歳入が図れない以上、出方を根本から見直すしかない。

建物、道路、橋など公共施設は、どんどん老朽化していく。また、水道は供給を止

めずに、老朽した管の横にもう１本走らせるというやり方をするしかないので、そ

れをやり出すと大変お金がかかってくる。 

インフラストラクチャーを維持するために、必要なお金を何処から捻出するか、

歳入か負債で捻出するしかない。そのためには、市役所が提供していた、ありとあ

らゆるサービスの在り方から変えていこう、というのが今回の計画の一番の根本に

なっている。確かに債務歳出の見通しというのは欲しい部分であるが、入りが見通

せないということから言うと、公共サービスの水準維持のために、どこまで使える

のかというのは、今の中で決め難いと思う。むしろ、自治基本条例等でそれをどう

いう形で市民の皆さんの参加のもとで決めて行くかということ、それが次の項目に

なっている。この計画を推進していく時に、どこでどういう手順で推進していくか

というところに繋がっていくという話になる。その上で、公共サービスの水準をで

きるだけ維持していけるように、どこまでお金を裂けるのか、という議論になって

いかざるを得ない。だから、「これだけ沢山の施設が今はある、そして、これをその

まま維持するというのが非常に難しい」という所を提示するだけでまずはいいので

はないか。 

（委員） 

公共サービスの水準を維持するのは難しいということはどういうことか。公共サ

ービスの水準を向上させていくのはかなり難しいという表現であればわかる。 
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（委員） 

市民一人ひとりが危機感を持って行政、財政面に対して挑んでいかないと駄目だ

ということを言う意味でも、「難しくなります」という言葉は適切だと思う。 

（委員） 

委員にご理解頂きたいのは、7ページは、現状と傾向ということで、事実をそのま

ま伝える必要があるということである。15 ページの最後のまとめのところで、公共

サービスについて、福祉や社会保障、教育、保健衛生などの質を維持することは重

要であるということがはっきり述べられている。これは、現状を踏まえた上での基

本政策の中の言葉だが、その姿勢はこの計画案から読み取って頂けると思う。７ペ

ージの現状はこのまま書いた方が、現状認識をするには適切である。 

（委員） 

各市町村には建物があり、各自利用している。必要でない部分も確かにあるとい

うことは承知しているが、維持やサービス向上の方法についても考えていかなけれ

ばならないということで言わせて頂いた。 

（副会長） 

そういう意見があるということは議事録に残る。また、パブリックコメントで市

民がこの公共サービスの水準の維持が難しくなるという表現に、どのような意見を

寄せるか、興味のあるところである。そのために、残しておきたいと思う。 

（会長） 

それでは、基本構想中間案の審議を、これを以て一旦終えたいと思う。中間案と

して審議を可決させて頂いたので、これから、議会及び市民の皆さんのご意見を聞

くという確認に移っていく。基本構想中間案としてご承認頂けるか。 

（委員） 

14 ページの「人・地域づくり」の文章全体を読んでみて、高齢者が疎外されてい

るという印象を持つ。65 歳以上の人達が活躍できるというような文章がどこにもな

い。「女性の力を活かすことが不可欠になっています」という文章はあるが、高齢者

の力も生産者としてみていくことがこれから必要になってくるので、そのような文

言を入れて頂きたい。 

（委員） 

具体的にどこにどういう文言を入れるのか。 

（委員） 

「地域の女性の力を活かすことが不可欠になっています」というところに、「地域

の女性の力、及び高齢者の力を」というような文言をもう少し加えた方がいいので

はないか。「生産者」という中に高齢者が入っていない。これからそれをみていかな

いと駄目なのに、この文章のどこかに入れて頂きたい。 

（委員） 

入れなくていいと思う。人口比率は多いが、生産者として、とくに農林業は現実
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に高齢化しているので、敢えてここに書かなくてもよいと思う。女性は入れておい

てよい。高齢者を入れると、では、若者はなぜ入れないのかということになる。 

（委員） 

前のパラグラフが「現実に今、担っているのは高齢者だが、今後は若い人に務め

てもらいたい」というニュアンスになっていることに、引っかかっておられるので

ないか。「高齢者にも引き続き頑張っていただくとともに、次の時代の担い手も育て

ていく」という感じで入れ込めば、引退を促しているようにはとられないだろう。

現状はいよいよ高齢化している。次の時代の担い手をつくることも大切だというニ

ュアンスでやればいいと思う。別パラグラフの方がいいと思う。 

（委員） 

高齢者は受ける側ばかりのような印象を受ける。 

（副会長） 

「担い手も高齢化しています。取り組みを持続して行くためには、地域の高齢者

も次の時代の担い手をつくり、うまく引き継いで行くことが大切です。」これでどう

か。引き続き、活躍の場も必要であるということである。 

（委員） 

高齢者、高齢者と言わない方がいいと思うのは、実は定年には意味があるという

ことである。高齢者で元気な方は沢山いるが、現実問題として、残念ながら元気で

ない方の比率の方が遥かに多い。だから、あまり高齢者をこき使うようなことは書

かない方がいいと思う。 

（会長） 

女性目線から見ると、やはり女性だけではなく、元気高齢者も、という気持ちは

わかるが、委員の意見も踏まえて、この文言で、ということでご理解頂きたい。 

（委員） 

「うまく引継ぐ」は、完全にスパっと切れるのではなく、むしろ高齢者にもやっ

て頂くし、若い人も皆で負担を共有するというイメージだと思う。 

（会長） 

基本構想中間案として、私達審議委員一同の意見としてこれを提出したいと思う。 

 

５ （２）（仮称）再生計画重点プロジェクトについて（資料７、８） 

・観光・農林業連携プロジェクトについて説明（事務局）質疑 

 

（委員） 

11ページの「観光・農林業連携プロジェクト」の３段落目の最後の方、「地域産業

の活性化や農林産物のブランド力の強化を図ることが重要」というところだが、地

域産業及び農林産物自体のブランド力を強化することによって活性化を図ることが

重要ではないかという感覚を持っている。12 ページの「各主体の役割」の三つ目、
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「農林業生産基盤の確立と、農林産物を活かしたブランド力の強化を行い」とある

が、これはこれでよいと思う。 

（会長） 

「地域産業の活性化や農林産物のブランド力の強化を図ることが重要です」とい

うこの言葉に対してはこれでよいのか。 

（委員） 

「ブランド力の強化」という言葉が、この文章だと農林産物にのみにかかってい

る形になっている。地域産業全体のブランド化を図らないと農林産物だけでは傾い

てしまのではないか。地域産業や農林産物のブランド力を強化することによって活

性化を図ることが重要だと認識している。 

（副会長） 

ブランド力の強化が目的ではなく、ブランド力を強化して活性化していくことが

目的になるという指摘は、その通りだと思う。 

（委員） 

農林産物だけではない、それをどこに入れるのか。「ナントカとナントカを通じて

地域産業の活性化」ということなのか。 

（委員） 

例えば、ここで伝統産業とか言ってしまうと、それに目がいってしまう。伊賀の

ブランドは組紐などだけではない、農産物もブランド強化できるということを言っ

て頂いているので、ここではあまり詳しく書かない方がよいと思う。 

（委員） 

従来の名産に加えて農林産物をブランド化することで地域産業の活性化を図ると

いうことか。 

（委員） 

農林産物だけではないと言うことを、勘違いしないように、言葉をひっくり返し

てしまったということである。 

（会長） 

ブランド化によって地域の活性化が生まれる、という言葉に変えさせて頂く。 

（農山村振興監） 

基本的な位置付けとして観光を中心とした位置付けがあり、今ご指摘頂いた部分

については、観光から連携してブランド力の強化をという議論の中で、まず農林産

物に特化したブランド力の強化ということでここに挙げてある。全体を包含して農

林産物以外でもブランド力の強化が必要ではないか、ということであれば、ご指摘

頂いたように修正を検討したいと思う。 

（委員） 

是非ともそういう包括でお願いしたい。もうすでに忍者自体がブランド化を目指

してはいないが、世界的なブランドの方向で、傾向ではなく、動向ということで頑
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張っている。 

（委員） 

「地域産業の活性化や農林産物のブランド力の強化」というところでは、やはり

伊賀の特産品をもう少し明確に出すべきである。伊賀焼きや伊賀組紐、農林産物で

あれば伊賀米や伊賀牛など全部含めて、伊賀らしさを出さないとだめである。伊賀

の特産品であることをきちんと明記した方が市民もわかりやすいし、何をどうした

らよいか、どういう商品があるかということがはっきりすると思う。観光と特産品

をきちんと結び付けた形で表現をした方がよい。 

（委員） 

委員の言われたことは、特定の産物に特定しないで欲しいということである。「農

産物のブランド力による地域産業の活性化」という文章で問題ないと思う。あまり

ここで明確化ということはしない方がよいと思う。 

（委員） 

計画素案の段階で、その下にまた枝分かれは出てくるのか。もし出てくるのであ

れば、そちらの方でもう少し詳しくしていった方がよい。物産に限らずに、この町

自体の価値を上げていきたいと観光でも考えている。 

（事務局） 

それぞれ再生計画の中での分野別の施策というのがあり、この分野でいくと、産

業・交流の分野の中の施策の中にも出てくることになる。 

（委員） 

前段には、具体的に忍者や松尾芭蕉、伊賀焼き、組紐、伊賀牛、伊賀米などが書

いてあるが、その後には、関連政策など具体的なものがなくなっている。むしろ逆

だと思う。前段は細かいことは抜きにして、「３年間でめざす成果」や「各主体の役

割」、「３年間に実行する取り組み」のところに、具体的な名産品・特産品・伊賀米・

伊賀牛などが出て来るというような組み立て方にした方がよい。 

（事務局） 

ご指摘頂いたことはもっともである。重点プロジェクトでは、具体的な施策、例

えば３年間で具体的にどういう事業でどういう施策を進めるか、ということまで書

ききれない。この後に出てくる分野別施策の中で、重点施策の部分も含めてそれぞ

れの項目で３年間でどういったことをやって行くのかを表現したい。 

（委員） 

了解した。 

（委員） 

全体の位置付けと課題の最初の文章は、観光と農業が、明らかに違う担当者がそ

れぞれにつくったものをくっつけたような印象がある。私のイメージでは、例えば

最後に「総合的かつ長期的な視点から農林業の活性化」とあるが、どう活性化する

かというと、最後は、伊賀ファンを増やすことぐらいしかないと思う。結局、農林
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業ないし農林産物を使って、総合的に長期的にブランド形成していくということが

最後に来なければいけないのに、「活性化に取り組む必要があります」と最後にくる

と、中身は何もないが、とりあえずやらなければ、ということだけになる。観光も

農業もセットで伊賀市長がトップセールスをして、皆でブランド化して案をつくっ

て行くという課題で、それを具体的にするために、委員が言ったブランド戦略的に

推していくなどというつくりになっていないとだめである。連携と言っても、縦割

りになってしまっている印象がある。 

（委員） 

「３年間に実行する取り組み」として、「市民ぐるみの誘客とＰＲ」の右欄に書い

てあるものを見てガックリした。 

（委員） 

この重点プロジェクトが、農山村振興監が言われたこのままの形で計画に出され

た時は、結局、具体性はないのではないかと思う。毎年毎年決めていくのかという

印象を持ってしまう。私が想像した構想の中では、３年間にやることは決めて、分

野ごとの事務事業を取り出して、ここで具体的に挙げる事業の対象は何で、どんな

ことをするという位は書かないと、重点プロジェクトとは言い難いのではないか。

最終的に具体的に書くかは議論があるところとは思うが、少なくともこの 12ページ

の「３年間に実行する取り組み」の中には、最終的には、もっと具体的なことを書

き込むことを前提にして、議論を進めて頂きたい。今の段階では、これで了でよい

が、最終的にこの形で、あとそれぞれの単年度の計画で分野別に議論するというこ

とではない気がする。まず、ここで挙げることが大事ではないかと思うので、構想

の中でそういう考え方がないのであれば、再度、皆さんの意見を聞いた方がよいの

ではないか。 

（委員） 

農業に関して。今、ブランド化や、伊賀牛、伊賀米などの話になっているが、こ

れらは伊賀の農業の中ではトップクラスのものである。私はそのトップを走ってい

るものを支えているものがあると思う。それをきちんと見据えて、そこの基盤を固

めるその上に、今までのブランドにプラスして、もっとブランド品をつくっていく、

全国に発信していくという、そういう農業の視点、考え方に立たないと、10年後 20

年後、後継者が居なくなるということが書かれている。今は、大山田地区の山田地

区は基盤整備ができて１人で 10町、20町とつくっている方もおり、大規模なことが

できる農地もあるが、周辺ではお爺ちゃんお婆ちゃんが先祖代々の農地を細々と営

んでいる。しかし、そのお爺ちゃんお婆ちゃんの力は健在で、私の集落は 20数戸あ

るが、20 軒程は、米や野菜を作っている。そのような力を持っている。職業分類で

は、農業という分類が一切出てこない、無職になっているが、いわゆる「土」に関

わっている人の数は、恐らく人口の５割６割になるのではないかと思う。そのよう

な人達が毎日営々としている野菜作り、米作りをまず評価すべきでないか。それが
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伊賀市の農業、安全な食、人々の生活を支えていると思う。その人達の営みを市だ

けではなく、さまざまな機関が、どう引き上げ、援助し、束ねるか、そして、そこ

から新たなブランドが生まれてくる、農業については、そのような考え方をした上

で、施策が出てくると思う。そして、その施策には、当面の３年間を見通した、具

体的なものをきちんと挙げておいた方がよいと思う。そのような私達の考え方をよ

り活かしているのが分野別のところで、長期的に活かしていくような構成、考え方

をすべきではないかと思う。林業については少し違うと思う。私の集落では、年間

を通して山へ入り、山里営業している人は 20数戸ある内の５人ほどである。これが

ゼロになる前に、林業のことも考えないといけないのではないか。 

（委員） 

先程ブランドを最終的に活性化の軸にしていくという話をさせて頂いたが、具体

例として、例えば、伊賀米など確立されているものを売りに行くということもある

が、観光と連携することによって出てくるよい事例として、着地型観光がある。こ

れは、例えば、５人しか集落に残ってない林業をしているお爺さんのところに、体

験に行くツアーを組むなど、ストーリーのあるものを発信する、単純に物だけをブ

ランド化するのではなく、交流を持ち込むことが大変重要なのではないか。そのよ

うなブランドづくりになった時に始めて「観光・農林業の連携」という言葉の意味

が出てくるのではないかと思う。そこを市長がトップセールスを行って頂くと、イ

メージが見えてきて、先が明るい気がするが、いかがか。 

（委員） 

観光の商品をつくっていく中で一番大事なものは、「情報発信の推進」になる。そ

れが「おもてなし」の部分だと思う。とくに、情報発信の推進に関して、３年間に

実行する取り組みの中に「観光物産情報の発信」として「都市圏の商業・観光団体

云々」と、「市民ぐるみの誘客と PR」として「テーマを絞った、見ても読んでも楽し

いパンフレット云々」という項目が書かれているが、一般の人がこれを見たら、行

政は何もしなくていいのかという意見も出てくると思う。それと、この計画の中に

「IT」という言葉が出てこない。進歩の早い分野なので、難しい部分はあるだろう

が、今の時代、全ての産業で ITの占める部分は非常に大きくなっている。こういう

時代にあって、IT に関して記述しないという手はないと思う。例えば、伊賀市のホ

ームページのトップページには、観光情報が非常に少ない。観光を重要視している

市のホームページでは、トップの一番上のところに観光情報が具体的に出てくる。

伊賀市のホームページの来訪者が一日に何件あるかわからないが、ホームページを

見て伊賀市を訪れてみたいと思わせるような工夫が必要である。ホームページとい

うものは、非常に利用価値があると思う。ふるさと納税をホームページで選定する

ことによって、それをして頂いた人は第二の市民だと考える方法もある。それをし

ている地方公共団体もある。伊賀市が一年間に人口が 1,000 人減ったとする。しか

し、第二の市民が 1,500 人増えれば、差し引き 500 人の伊賀市民が出たということ
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になる。一番よいのは、この第二の市民に対しては公共的なサービスは要らない、

お金を貰うだけの非常にありがたい市民であるということである。もうひとつ、お

もてなしの心についてだが、市民が観光客からものを尋ねられたとき、わからない

からあちらの人に聞いてと言っていることが多い。伊賀市としての情報発信、情報

の透明化と、市民に対しての観光教育が大事だと思う。下呂市のように観光教育を

一番に挙げている都市もある。伊賀市としても考えて頂けたらと思う。市民が参加

したいと思えるような観光行政をして頂きたい。IT も活用すれば、若い人ももっと

興味を持って頂けるのではないか。 

（委員） 

私も委員に賛成である。名張市がフェイスブックを始めている。伊賀市でも作っ

て頂いているようだが、まちをあげてチェックインや「いいね！」の推進などを拡

散していくことも重要だと思う。グリーンツーリズムや農泊なども考えて頂いてい

るだろうし、田畑を現代アートとコラボさせたような、大地の芸術祭というものも

名前が挙がっているので、それらがまず先に走っていくと、他の物産やお土産物な

ども付いていくと認識している。 

（副会長） 

市としてもまだ庁内で検討をするところがあるということなので、今日出た意見

なども参考にしながら検討して頂けると思う。それが前提であれば、委員から出て

きた、縦割りでプロジェクトを組まれていないかというのはとても重要な指摘であ

ったし、委員が言うブランド力の強化というのは、これが目的ではなく、それによ

って産業を稼がせる、それが観光であり、農林業であり、いろいろな産業であると

いう、この文章自体が観光と農林業の２つに割れてしまっているというのは、重要

な指摘だったと思う。連携プロジェクトで出されるのであれば、その横繋ぎはして

頂く必要があるだろう。「３年間に実行する取り組み」で委員から出てきたように、

例えば情報発信で言うとこれだけなのかというところである。もちろん、フェイス

ブックかどうかは別としても、もう少し内容を膨らませないとまずいのではないか。

せっかく各主体の役割があるのだから、市役所がやることだけを書く必要はない。

観光でいらっしゃった人におもてなしをするのは市役所ではなく、市民である。そ

のためには市民はきちんと地域の歴史やお城のいわれ、芭蕉の俳句を 10 や 20 は諳

んじるくらいのことはできる、というようなことも３年間の目標として大胆に出し

ていってもよいと思う。そのような沢山の積み重ねが、委員が言うように、13 ペー

ジにあるように、兼業農家、あるいは兼業林家が支えている伊賀の里山であり、農

地であるということを前提として、「人・農地プラン」を推進するということを書い

ておかないといけない。このままでは TPP 対応の農地の集約化や、林業はもういい

かという話にしかなっていかない。そうではないということを観光と絡めながら、

着地型でしていくという話と上手く絡める話がまずあり、それから委員からご指摘

があったように、個別具体の話におとしてしていくというストーリーが今までの議
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論であったと思う。 

（委員） 

11ページの構想をもう１度考えるということはどうか。 

（副会長） 

ここは考えないといけない。そのような意見がいろいろ出た。 

（委員） 

12ページの「観光・物産情報の発信」にアンテナショップを入れてもよいと思う。

モクモクはあちらこちらで成功しているが、それ以外で、具体的には梅田や池袋、

渋谷がよい。 

13 ページの「菜の花プロジェクト」は全国でもほぼ同じことをやっている。伊賀

でこれを推進して大丈夫かと少し心配である。推進するのであれば、伊賀市で特化

させるような工夫が要る。たぶん忍者であると思うが、その辺を書いた方がよい。 

（委員） 

「人・農地プラン」を審議会の皆さんがどれくらい理解されているのかわからな

いが、今、国の農業政策が、人や農地について地域でプランを立てたところにしか

税金を突っ込んでは駄目だという流れになってきている。その中で、伊賀市では、

「人・農地プラン」について、どちらかと言うと、地域でそれぞれつくっていって、

挙げてきたものを応援するという形になっている。しかし、せっかく総合計画です

るのであれば、伊賀市としてはこんな方向に農業を持っていくから、地域として、

こういう「人・農地プラン」をやったらどうか、というものがあるとよい。実は、

これはもらえないと大変不利である。「人・農地プラン」をとっていない地域には新

規就農者が来てもお金の支援がないなど、差別的なくらいの差異が出てしまう政策

である。伊賀市としては全身全霊で取り組んで欲しい問題であるし、全地域でとっ

てほしい制度である。「より多くの地域に適したプランが策定されるよう、推進に努

めます。」と書いてあるが、実際にどのような方向でどうしたら活性化できる、とい

うところがまったく見えてこない。市がリーダーシップをとってトップセールスで

やる、何らかの形で地域をブランド化していく、情報発信するなど、ヒントのよう

なものが文言に入ってないと、「人・農地プラン」をつくらなければだめである、と

いうだけではほとんど前に進まないのではないか。 

（委員） 

県が森林税を来年から実施するという話を聞いた。林業との関係で、それは有効

に利用できるのか。 

（農林振興課長） 

森林税については、三重県が来年の４月から導入するということで広報啓発に努

めているところである。住民税の均等割りに上乗せという形で、年間千円を頂くこ

とになる。法人については、法人税に上乗せという形で取られることになる。それ

を県が集約し、その内、幾ばくかのお金を各市町に割り当てることになる。その中
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で県が行う事業としては、間伐や森林の生育、山がお金になる部分については、県

で取り組みを進めるということである。はっきりとした金額はまだ示されていない

が、伊賀市にもお金を頂き、環境の保全や地域で森林を守る活動、里山を大切にす

る木育などに使えることになっている。市でも、来年度から県からのお金が降りて

きたら、計画づくりと、それに関しての事業化を図って行くことになる。今、事業

の制度設計等をしており、近々市民の皆さんにも議会を通じた中でお示しさせて頂

くことになると思う。森林税についての質問等は県にして頂かないと、はっきりと

したことは市ではわかっていない。窓口等でパンフレット等を配布させて頂いてい

るので、見て頂ければと思う。 

（委員） 

この総合計画には載っていないのか。 

（農林振興課長） 

森林税については、まず５年が県の目処ということで、５年でどうなるのかわか

らないということに現在はなっている。ここには出てこないが、それを使った事業

は、この後の分野別施策の中で挙がってくると思う。 

（委員） 

ここには非常によいことが書かれている。具体的な案はこれから出ると思うが、

このままでもいろいろと考えているわけであるから、それとの兼ね合いがわからな

い、出てこないように思う。国が考えていることがあれば、ある程度内容に入れて

行った方が、将来的に予算もつき、やりやすくなると思う。大きく変わるようなこ

とを言っているので、行政としてどのように考えるか、国が考える訳だが、もうす

ぐ変わるのではないかとも言われているし、農業にしても、林業にしても、これと

の連携はこの中に本当に支障はないのか。 

（会長） 

一旦は預かりとさせて頂く。事務局への次回までの宿題ということにしたい。 

 

（会長） 

先程、私が「次回の宿題」と言わせて頂いたが、この重点プロジェクトも含めて

住民の皆さんにも説明があるということなので、できれば医療・福祉もこれから議

論して頂くことになるが、そこでもし結論が出なかったり、あるいはもう一度見直

しということになった場合の措置に関しては、最終的に議論が終わった時点で提案

をさせて頂くので、とりあえず観光と農林業を一応次回の預かりという点について

のみ訂正をさせて頂く。 

 

・医療・地域福祉連携プロジェクトについて説明（事務局）質疑 

 

（委員） 



 21 

９ページの地域包括ケアシステムの図に、「老人クラブ・自治会・ボランティア・

NPO等」とあるが、伊賀市では、自治会は自治協に変えて頂いた方がよい。 

（会長） 

これは伊賀版ではなく、全国共通ということか。 

（副会長） 

全国共通である。伊賀版をこれからつくっていこうということである。当然、自

治協が主体になるという話がある。 

（委員） 

７ページの「３年間でめざす成果」に、「『地域ケアネットワーク会議』を、住民

自治協議会が主体となって設置できるよう進めます。」とあるが、「市が主体となっ

て、地域自治協議会の意見を聞きながら設置できるものとする」とする方がよい。

地域自治協議会は、公的団体のようで実はそうでないというところがあり、今のと

ころうまくいっていても、将来的に果たしてずっとやっていけるか疑問がある地区

もある。大きな理由は高齢化であり、人口の極端な減少である。地域自治協議会に

主体としてまでは任せない方が安全だろう。 

（委員） 

委員の意見に賛成である。 

（社会福祉調整監） 

地域ケアネットワーク会議は、自治協単位でそれぞれの地域の生活課題の洗い直

しや課題解決に向けた議論をする場として、市内で６か所設置している。以前、高

齢化によって参加する方が少なくなっているという意見を頂いた。行政としては、

地域ケアネットワーク会議の設置について、当然、支援をさせて頂いている。また、

軌道に乗るまでは、市のみならず、社協が地域担当として協働で設置をし、いきな

り丸投げということではない。他のケアネットワーク会議の参考事例も提示しなが

ら、一緒に進めていきたいと考えている。しかし、地域特有の課題はそれぞれ地域

が考えて頂かなければならない。第二次地域福祉計画の中でも、自治協が主体と位

置付けさせて頂いている。 

（委員） 

現状は理解したが、個人情報保護と利権が絡み、市役所には話はいっていないの

かも知れないが、全国的にはかなり悪い例がある。やはり公的機関が担うべきもの

である。確かに自治は大事なことであるが、限度がある。今のまま進めるのはよく

ない。主体は市であると明記しておく必要がある。 

（委員） 

介護が必要な時期に来ている私の母を例に出すと、ケアマネージャーや包括支援

センターの方には自分のことを話できるが、近所の人には知って欲しくないと言っ

ている。近所だからこそ知られたくないこともある。「地域包括ケアシステム」とい

う形で、プロの人達と一緒に連携しながらやっていくのはわかりやすいが、地域の
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人はプロではない人達がたくさんいるし、「あの人に知られたくない」、「噂になった

らどうしよう」など守秘義務のことを考えると、何でも住民自治協議会にというの

は無理があると思う。 

（社会福祉調整監） 

個人の情報ということは当然である。小さな地域では、あの家には誰が居る、ど

こに普段寝ているということを知っておられる地域もある。ケアネットワーク会議

は、全ての生活支援、見守り支援をするのではなく、その地域で何ができるか、地

域の課題を出し合うことがそもそもの狙いである。当然、地域によって課題が違う。

全ての課題を地域が解決できる訳ではないし、行政もできる訳ではない。まずは、

地域の課題の共有が狙いであることをご理解を願いたい。 

（委員） 

ご理解頂きたいということは、ここに書かれているとおりでよいという意味か。 

（社会福祉調整監） 

そうである。 

（委員） 

それでは、あくまでも市は主体とはならない。 

（社会福祉調整監） 

先程も説明させて頂いたように、設置に向けた支援は当然一緒にやっていく。た

だ、それぞれの地域での課題は若干違う。行政が解決、お手伝いできる部分もある

が、できない部分もあるので、ケアネットワーク会議の主体はあくまでも地域とい

うことで考えている。 

（委員） 

それはだめである。市が主体になるべきである。地域には、下世話な言葉で言う

と、ママカーストや派閥などがある。かなり人口の小さいところでも残念ながらあ

る。とくに、介護になると、個人情報の問題もあり、近所の人に知られたくないと

いうのも当然のことだと思う。プロではない人が介護等お世話をすると、逆効果に

なって大変なことになる事例も結構ある。介護や医療の問題は、素人にいきなり任

せるようなものではない。プロがきちんと世話をするべきである。地域の皆さんを

全面的に信頼する、それは精神としては結構だが、現実には全国的に機能していな

い。現実をきちんと見て頂きたい。建前だけで地域住民に任せれば、予算も浮いて

よいが、きちんと機能するような包括ケアシステムはできあがらない。 

（社会福祉調整監） 

今ここで言っている地域ケアネットワーク会議と、９ページにある包括ケアシス

テムというのは全く別のものである。「地域ケアネットワーク会議」は、各地域で課

題やニーズを把握するものである。「包括ケアシステム」は、その課題に対して、そ

れぞれの専門職が解決に向けて、どのような生活支援、介護療法ができるかという

ことであるので、実際にケアシステムを実施するのは専門職である。 
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（委員） 

単に意見を聞くだけであれば意見聴取会を開けばよいので、地域ケアネットワー

ク会議というものを立ち上げる必要はない。世間体というものがあるので、プロが

直接話を聞かないと本当のニーズは抽出できないと思う。 

（委員） 

この図だけで包括ケアシステムがどういうもので、どういう狙いかということは、

なかなか読み取れないと思う。例えば、入院している方がいよいよ退院となる。し

かし、リハビリが必要である、あるいは暫くは歩行も難しいということであれば、

どのような介護サービスを利用するか。あるいは、金銭管理ができないということ

で権利擁護に繋げるなど、その人の状況に合わせて、ひとつの職種だけで解決でき

ないから他職種の人が集まって、必要なサービスに繋げて行けるようにネットワー

クを組むということは、事例ごとで行われている。障がいのある人だったらどうと

か、あるいは高齢の方だったらどうとか、生活保護の方だったらどうとかいうこと

で、相談という体制がつくれたら、そこで全てが横の繋がりができるようになると

か、いろいろな条件整備も必要であるということで進められていると思う。しかし、

公的なサービスには多職種で繋いでサービス提供していくことはできるが、家で生

活するようになったけれど、例えばひとり暮らしで身寄りもない、全く一人ぼっち

になってしまって２週間も３週間も話をする人が居ない、というような孤独な方も

見られる。だから、例えば話し相手が欲しいとかいうような方も居るだろうし、食

べ物が単調になっているということで、配食サービスを地域のボランティアでやれ

るようになったらとか、いろいろな要素を包括的に、安心してその地域で暮らして

いけるような、公的なだけでなくて、インフォーマルなサービスも地域のボランテ

ィアが提供できるようなシステムを考えましょう、というものであると私は思って

いる。その中心になるのがどこなのかというのはこの図ではわかりにくい。包括支

援センターの役割も位置づけしないといけないのではないか。包括ケアシステムを

構築するためにはどのような条件を整備しないといけないか、ということが全く載

せられておらず、いきなりケアネットワーク会議という地域の取り組みだけになっ

ている。地域福祉連携と言いながら、どこと連携するのかわかりにくい。取り組み

を整理して、包括的ケアシステムを作り上げようとしていることが見えてこないと、

地域の課題だけ丸投げにしているみたいなことでは、地域も動き難いのではないか。

全地域にケアネットワーク会議をつくって、自分達の地域の課題は、ゴミ出しもで

きない人、学校に行く子どもがちょっと前に出しておいたら収集できる仕組みもつ

くらないといけないのではないかとか、そういうできることを地域で話し合って支

援できるような場として地域会議とか、あるいは地域ケアネットワーク、あるいは

その地域だけではできないから、市に仕組みもサービスも考えて欲しいというよう

な、施策に盛り込んでもらいたいということも提言できていくような仕組みの中で、

ケアネットワーク会議も位置づけられていると思うので、そうしたことが本当にわ
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かっていかないと、地域包括ケアシステムだけ書いておいて、いきなり飛んだよう

な表現になっている、丁寧さに欠けると思う。医療の再生については丁寧に書かれ

ているが、地域福祉については、ケアネットワーク会議だけが３年間の取り組み、

目指す成果という形になっているのは、少し皆さんの理解が得にくいのではないか

なと思う。どのように進めていって、そのひとつとして、ケアネットワーク会議が

位置付いているということが、きちんとわかるような表し方、それは、これからの

再生計画の中で言われるかもしれないが、重点プロジェクトということであるから、

重要な柱はもう少し丁寧な記載が必要ではないか。 

（委員） 

地域包括ケアシステムと地域ケアネットワーク会議が整理できていないと思う。

地域ケアネットワーク会議というのは、地域が介護するのではなく、問題点を採り

上げる場だと思う。「各主体の役割」に「市は地域包括ケアシステムの仕組みの構築

に向けて取り組みます」とあるように、地域包括ケアシステムについては市が主導

権を握っていくということである。こちらは地域によって「こういう問題点がある、

では私達にできることはやって行こう」、でもできないことは福祉に「こういうこと

ができないか」と問題点を取りあげて行くところだと、私は理解している。 

（委員） 

市長の最重点プロジェクトとして、この２点が出ているにも関わらず、この程度

の資料で審議をせよというのは無理だと思う。しかも、時間的に非常に限られてい

るが、そのような問題ではないと思う。在宅支援のネットワークやケアシステム構

築については、２行か３行である。これからやり直して行くべきだ。 

（委員） 

住民にとっては、相談できるところが２重３重にあるということが大事だと思う。

たったひとつしか相談できるところがないのは不安であるし、安心安全にならない。

地域ケアネットワーク会議が地域課題を拾い出すということだが、会議の構成メン

バーとして、地域の課題を専門的に拾い上げる人が配置され、拾い出した地域課題

や個々の課題について、地域包括ケアセンターとどう繋がるか、それぞれの課題を

持った個々とどう繋がるかということが大事になる。その繋がりをきちんとしてい

かなければいけない。 

関連政策「子ども、高齢者、障がい者などへの見守りと支えが十分なまちづくり」

のもとにこの事業を置くということだが、障がいを持った子どもについて、教育委

員会との関連はどうなっているのか。子ども達は特別支援学校、特別支援学級で学

んでいる。これは教育委員会の管轄である。関連がないとネットワークが組めない。 

（副市長） 

重点プログラムとプロジェクトでは、ひとつ目は医療と地域福祉の内容に特化し

て議論を進めているので、子どもの地域での見守りやケアをどうするかについては、

各分野の施策でこれから議論を進めていく途中である。 
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（委員） 

地域包括ケアシステムを重点プロジェクトとして進めるということなので、子ど

もの問題、教育委員会との関連はもちろん分野別でも考えなければならないが、重

点プロジェクトの中でも組み込んで考えていかなくてはならない。 

（委員） 

厚労省の絵を載せるのではなく、伊賀市として、３年後には地域包括システムは

ここまで行きたいという絵にしてもらった方がいいのではないか。例えば、地域ケ

アネットワーク会議が伊賀市内に幾つかあると思うが、その拠点があって、どうだ

という絵が描ける。３年間でここまではやりたいという、もう少し具体的な目標の

絵があるならわかるが、これでは市民は何もわからない。また、市が主体となって

設置するのではなく、立ち上げまでは市が手伝い、その後住民自治協議会に渡すと

いうことだが、昔、住民自治協議会を立ち上げる時に大変だった。市の職員もよく

わからずに説明をするので、聞いている側もわからないし、理解するまで４、５年

はかかった。10 年過ぎてもまだわかっていない方が沢山いる。そのような状況なの

で、立ち上げる時に、地域の沢山の人を巻き込んでして頂いた方がよいと思う。 

（委員） 

日本は、昔から地域でまとまって生きてきた。近所に住んでいれば嫌な部分も有

るが、日本人はそれで何百年もやってきた。そういう伝統を守るという考えを取り

上げて頂きたい。 

（副会長） 

９ページの厚生労働省の「地域包括ケアシステム」は、あくまでも例示である。

ただ、これを社会保障制度改革国民会議が 1週間か 10日程前に出したが、あれでは

っきりと 2025年ということを国の文章で謳った訳である。安部政権はこれから一気

にこの地域包括ケアシステムを進めて行くであろう。文部科学省も学校５日制の見

直しを３年以内に進めるという話をしている。さまざまな省庁が来年とその次の年

に、２年後に消費税を上げることを国民に納得してもらうために、いろいろな形で、

これから地域でいろいろなことをやって下さいという方向にあるのは確かである。

社会保障制度改革国民会議が言ったように、2025年に団塊世代が 75歳になるまでに

ケアシステムを地域に作っておかないと大変になる。伊賀は合併の時にこれを見通

して、仕組みとして住民自治協議会を作ろうとした。このネットワーク会議の母体

となるものを、伊賀は 10年前に作ろうとしていたということである。それを改めて

重点プロジェクトにしなければいけないくらい、今、国も、地域も切羽詰まった状

況になっているということである。その意味では、ネットワーク会議を住民自治協

議会が市のサポートを受けながら各地域でやって行くというのは、方向として正し

いと思う。ただ、それを受けて具体的に他職種協働でやっていくという地域包括ケ

アは、まだまだこれから具体的にやっていかなければいけない。住民自治協議会が

関わるのは恐らく生活支援、介護予防のごく一部だと思う。社会保障国民会議は要
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支援を切り離すということである。市町村の独自メニューにすると言っている。そ

うなったら、要支援に関しては伊賀市にかなりの支援のお金がくる。それを地域で

使う受け皿がないと、全部大阪や名古屋の民間事業者がやっていくということにな

ってしまう。幸い、伊賀は住民自治協議会がある。生活支援、介護予防については、

地域でお金を回す仕組みがここにはある。これに、例えば、地場産品を使う仕組み

があって配食サービスができるなど、そういうことを考えるために住民自治協議会

があると考える。それを深めて行くのがネットワーク会議で、包括ケアシステムは

具体的に仕事をする仕組みであるから、全く別のものである。なぜ、この２つを別々

に書いたのか疑問である。これは敢えて一緒に書いて、連携のところの最初にネッ

トワーク会議をやります、そして包括ケアシステムの構築を推進して行きます、と

書いた方がよいと思う。成果指標をつくろうと思っているからここにあるのか。こ

れでは住民にとってはわかり難い。くっ付けて表現すれば、ネットワーク会議と包

括ケアシステムとは全然違うものだということがよりわかりやすいのではないか。 

（委員） 

副会長の仰る通りだと思う。包括的ケアシステムの中で、各事業所も行政も医療

もそれぞれが役割を持ちながら隙間を埋める地域の取り組みをどうするかというこ

とを考える場がケアネットワーク会議である。ほんの一部なのに、その全体像を明

らかにしないでそれだけを取り出して言っていると、地域包括ケアシステムの構築

が理解されないので、もう少し丁寧な提示の仕方をお願いしたい。 

（副会長） 

ある意味「放っておいてくれ」という自由も絶対ある。ただ、それは本当にそう

なのかということを誰がどんなふうに確認するのか、後見人がするのか。いろいろ

な課題をとにかく出せるものについては出していくというのがこのネットワーク会

議だと思うので、その場所を上手く変更することができればよい。これを今度市民

の前に提示する時に、今みたいな議論を市民にさせては無駄だから、だからこそ、

ここで今こういう良い議論ができた訳で、それを踏まえてよりストレートに包括ケ

アシステムをつくっていくということを訴えられるような重点プロジェクトのプレ

ゼンテーションをしてもらいたい。全否定という話は多分ないだろう。 

（委員） 

要するに地域包括ケアシステムの主体は市で、責任者も市という認識で宜しいか。 

（副会長） 

全体の責任者は、最終的には保険者である市になるであろう。しかし、保険者が

全部の費用を負担したら数年でパンクする。これから介護が必要になり、在宅系サ

ービスや施設居住系サービス、医療の部分にかかるお金が膨大になってくるから。 

（委員） 

財政は別にして、市が全体のマネージャー、計画者、総括者であることが言える

のか。例えば、私が主治医としてどこにどう働きかけたら上手く行くのか、これで
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はわからない。 

（副会長） 

これからそれを具体的に検討しよう、ということである。 

（委員） 

了解した。 

（委員） 

実際には、私達が関わっている入院されている方が即家に帰れないということな

ら、介護認定をしてもらってケアマネージャーを付ける。そして、その人の状態に

よっていろいろな支援者が増えて行く。例えば、生活保護を受ける、あるいは有償

運送のサービスを受けるなど、いろいろなところへ繋いで行く繋ぎ役として、ケア

マネージャーや包括支援センターの方がいる、それが包括ケアだと思っている。公

的なサービスだけでは解決できない部分について、地域の支えで、場合によっては

民生委員にも相談があって、ご近所の方に頼む、あるいは民生委員自らが支援する、

お友達に頼むなどと繋いで行くことを「包括ケア」と考えている。 

（会長） 

地域ケアネットワーク会議の役割と地域包括ケアシステムの関連性が審議会の中

で話題になっているので、提案の仕方について、事務局でもう一度検討して頂きた

い。今のままでは審議委員も疑問に思うし、市民に出しても同じ問題になると思う。 

（副市長） 

内容そのものについて異論があるというより、整理の仕方が断片的でわかりづら

いということだったので、とくに、地域ケアネットワーク会議、地域包括ケアシス

テムの関連がわかるように工夫をしたい。重点プロジェクトは地域の説明でもして

いきたいので、内容については大体「了」ということでおまとめ頂ければ有り難い。 

（会長） 

副市長が仰られたことを受けて、「預かり」ということでよろしいか。 

重点プロジェクトは市民へお示しするという考えを前提にしているので、中身に

ついてのみ、もう少し書き方や提示の仕方を工夫して頂くということで宜しいか。 

（委員） 

地域丸投げではない、市が主であるということがわかれば結構である。 

（会長） 

では、その点を考慮して再度作成をお願いしたい。 

（委員） 

医療・福祉に関してだけか。それとも観光・農林業も含めてか。 

（会長） 

それも含めての預かりということである。 

（委員） 

医療・福祉はよいが、観光・農林業に関しては、前回までの話をひっくり返され
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た資料、しかもかなりアレンジされたものが出ているので、同じには扱えないので

はないか。つまり、前回の審議会ではそのようなレベルのものは要らないというこ

とで話し合って来たのが、今日皆さん仰ってきたようにそのプロセスのところの部

分が、11 ページに関しては書き換えることが必要だと思っているので、今の医療福

祉と同じには扱えないのではないか。 

（副会長） 

11 ページは書き変えなければいけない。どこまで具体的な施策を市民に出せるか

ということについては、11 ページの枠組みを変えて行く中でもう一度検討してもら

う形になる。 

（委員） 

「人・農地プラン」も言ってみれば、農林水産省が地域に丸投げしているような

政策である。それを誰が担うのかと言った時に、市はスルーして、地域で「人・農

地プラン」をやれと言われても、農家がほとんど崩壊している状態の中でなかなか

難しい。ある程度地域の基盤があるところであれば受け皿はあるが、そうでなけれ

ば、ただ崩壊しながらお金は配られないという状況になっていく。そこは全く同じ

で、「人・農地プラン」という農地と人の問題をどうしていくのかということに関し

て、これを地域に丸投げするのではなく、市でどのようにリーダーシップをとるか

ということも構造としては全く同じである。11ページの作文のところだけではなく、

「人・農地プラン」をつくるように推進するというのは、市がここでどのような役

割を果たすのかということをもう少しはっきり示して頂かないと困る。 

（副会長） 

いろいろとご意見を頂いているので、会長と、それからとくにご意見を頂いた皆

さんに修正素案を見て頂く形にしたらどうか。より多くの市民にご意見をお伺いす

る機会が設定されているので、そちらでご意見を頂くことを優先したい。今日いろ

いろなご意見を頂いた方に個別に、修正後にもう一度ご意見を頂き、最終的には会

長に預かって頂いて、市民に提示する案をまとめるという形でして頂いたらどうか。

パブコメは、いろいろな意見を出して頂かないといけない。 

（委員） 

病院のことについて、意見を言いたい。 

「上野総合市民病院の機能強化」が８ページに書いてあり、医師の確保を進めて

いると思うが、私は自分では病院に行かないが、外国人を連れてよく病院に行く。

岡波総合病院と市民病院によく行くが、患者の差がすごくある。市民病院は潰れる

のではないかと言うくらい患者が少なかった。どちらを選ぼうかとした時に選べな

い。よく「何処に行ったらいいか」と聞かれるが、岡波病院に行くと、幾つもの科

が毎日しているので、内科に行って耳鼻科にまわることはその日の内にできるが、

市民病院に行く場合は、科が開いていないのでそれができない。効率を考えると、

岡波病院しかない。総合病院は岡波病院しかないという形になる。決して市民病院
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が悪い訳ではないが、強化しても患者が来なければ収入がないので、もう少し市民

に PRするなどが必要である。企業努力と言ったら失礼だが、足りないし、商売とし

てやって行けるのかと思う。通訳としては、待ち時間がなく早く済むのでいいのだ

が。うまくいけば、岡波病院の待ち時間も少なくなるだろう。市民病院でも問題な

いのに、そちらに一点集中してしまっている。 

（委員） 

市民病院は岡波病院と比較すれば患者が非常に少ない。ひとつは先生の数が少な

い。市民病院は内科の常駐しておられる先生が１人である。病気をしても、今日は

担当医は居ないという状況で、仰る通りである。 

（委員） 

ひとりの医者が診られる患者の数は限られるから、医者の数が少なくなれば患者

は減る。また、医者が常勤で居ないということは、入院患者を診ることができない

ということである。入院患者は何が起こるかわからないので、必ず常勤の医師が必

要である。医師の確保ができれば患者は増えると思う。医師をどうやって確保する

かが一番問題だ。伊賀地域は、医師から見れば魅力のある地域ではないようである。

伊賀地域に医師として行って貰える人は、やはり伊賀出身者にならざるを得ないの

ではないか。そのためには、医学生や看護関係の大学に勉めておられるような方に

奨学金を出すというのも、即効性はないにしても、効果が序々に出てくると思う。

隣の町の病院の悪口を言っては悪いが、研修医にびっくりするような報酬を出した

ことがあるようだ。研修医の中では、頂ける金額が非常に話題になったと聞いてい

る。お金で済むというやり方ではなくて、就学を援助することによって医師の確保

を目指すことも、10年先を考えてやって頂ければと思う。 

（会長） 

重点プロジェクトについては、医療・地域福祉連携プロジェクトと観光・農林業

連携プロジェクトについて市民に諮らせて頂く。本日ご意見が出たことは、会長と、

その分野の専門の方にも目を通して頂くということで、預かりでご了承頂きたい。 

 

５ （３）（仮称）再生計画の原案について（資料４、５、６） 

・資料４、５、６について説明（事務局）質疑 

 

（委員） 

一番大事なのは計画の推進部分である。今回、計画をこれまでのフォローアップ

以上に推進の進行管理に重点を置いて再生計画にする以上、進行管理の仕組みは、

今までとは違うやり方が求められている。また、各論では、各主体の連携・協力の

推進、これも今バラバラにある資源をどうやって地域の人材に結び付けて、動かし

て行くかということがポイントになる。スケジュールを見ると、計画の推進は 11月

６日に少しだけやるような形で書いてあるが、進行管理の仕組みと連携・協力の推
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進、とくに、市が各バラバラの主体を結び付けるために、どういう場を設定し、ど

ういう仕掛けをしていくのかということは最重要項目になるので、なるべく早い段

階で案を出して頂ければと思う。 

（委員） 

重点プロジェクトの中に出てきた取り組み内容の中に関連政策という項目があ

る。これが、健康福祉や生活環境の再生計画の中に、全く同じ記述が出てくるのか。 

（事務局） 

全く同じような形にはならない。分野別では、もうひとつ細かな部分という形で

基本的な事業が出てくるので、大きな意味での施策の部分では共通する部分もある

が、細かな部分で基本事業は変わってくるということで認識を頂きたい。 

（会長） 

資料４、５、６の項目については、10月以降に分野別に細かく記されてくるので、

そこで議論をさせて頂く機会があるということで次に移らせて頂く。 

 

５ （４）総合計画基本構想中間案・庁舎整備計画中間案市民意見交換会の開催につい

て（資料９） 

・資料９について説明（事務局）質疑 

 

（副会長） 

福祉や農業の振興、学校５日制の見直しなど、国の政策を聞いていると、小地域、

伊賀で言うところの住民自治協議会のまとまりをつくっておいて良かったというこ

とが、恐らくここ２、３年の間に実感される場合が多くなると思う。その時に着実

に実施できるように、これを機会にもう一度きちんと今回の総合計画と地区別計画

の関係などを整理する必要がある。地域ごとで課題も違うし、教育事情も違うので、

自分達のところで福祉の部分について課題を共有する、要支援の部分についてはこ

のように地域で取り組んで行く、というようなことを考えておく必要がある。市が

全部つくってしまったら、同じものしかできない。そうではなく、山には山の、里

には里の、市街地には市街地の計画があって然るべきであるし、それがないと地域

で金が回って行かないということに、この２、３年の間でなっていくと思う。そう

いう意味で、地区別計画をどうやってつくるのか、地区別計画と今回の計画との関

係をどうするのか、ということもきちんと考えておいて、スケジューリングの中に

入れて頂かないといけない。 

（事務局） 

地区別計画の問題点あるいは課題について、もう少し時間があればご意見を頂き

たかったが、時間がないので確認だけして頂けたらと思う。 

 

・参考資料について説明（事務局）質疑 
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(委員) 

国全体の中で、地域で担わされている責任、自分たちで決めていかなければなら

ないトレンドは、すごくはっきりしてきていると思う。意見交換会は、総合計画審

議会のメインテーマになっている、一人ひとりの市民が勇気と覚悟を持って取り組

んで下さいということをアピールする貴重な場である。お役所的な堅い形でこうい

うことが決まっているからやらなければならないというメッセージになってしまう

と、市民がアクティブに勇気と覚悟を持って取り組むことにはならないと思う。副

会長が言われた、この様な政策が進んでいて、一人ひとりが担わないと不完全なも

のになるということが、ビジュアルや TVのアニメのような普通の人が見てもわかる

形で、地域のメッセージとして伝えて頂く必要がある。市民がわかりやすい言葉で

あるなど、そういう取り組みが意見交換会の前にされていないといけないのではな

いかと思うので、ぜひお願いしたい。 

（会長） 

では、お願いという形で事務局にお願いをしておく。本日は、総合計画基本方針

の中間案について、基本的には審議委員の皆で内容を了承して頂いた。二つ目は再

生計画の重点プロジェクトについて、医療・地域福祉連携プロジェクトと観光・農

林業連携プロジェクト、この二つについて審議をさせて頂いて了承した。ただ、重

点プロジェクトの中身についていろいろな意見も出てきたので、会長預かりという

ことにして頂いて、事務局に再度提示をして頂き、場合によっては、各委員に確認

して頂くこともあると思うが、その２点を併せてご了解頂きたい。 

それでは事務局へ進行を戻させて頂く。 

（事務局） 

次回の審議会については、10 月９日水曜日、午後２時から、南庁舎２階第１委員

会室で行うのでよろしくお願いしたい。本日はありがとうございました。 

 

 


