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平成２７年度第１回伊賀市総合計画審議会 議事録 

 

開催日時 平成 27年７月８日（水）19:00～21:00 

開催場所 ハイトピア伊賀 ４階多目的室 

出席委員  平井 俊圭（社会福祉法人伊賀市社会福祉協議会） 

 清水みどり（伊賀市民生委員・児童委員連合会） 

 中井 茂平（上野商工会議所） 

宮﨑 慶一（一般社団法人伊賀上野観光協会） 

 西口 保次（伊賀市ごみ減量・リサイクル等推進委員会） 

 松岡 克己（伊賀市人権同和教育研究協議会） 

 服部 保之（公益財団法人伊賀市文化都市協会） 

 藤澤 侑三（公募委員） 

 川口 裕司（公募委員） 

 中川 幾郎（帝塚山大学 名誉教授） 

 相川 康子（特定非営利活動法人ＮＰＯ政策研究所 専務理事） 

 大櫃 忠昭（上野西部地区住民自治協議会） 

 岩倉 佳子（柘植地域まちづくり協議会） 

 永井 佳恵（百五銀行） 

議事日程 １ 開会 

２ 委嘱状の交付 

３ あいさつ 

４ 伊賀市総合計画審議会条例について 

５ 会長及び副会長の選任について 

６ 議事 

（１） 審議会の運営に関する事項について 

（２） 行政経営報告について 

（３） 伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略中間案について 

（４） 今後のスケジュールについて 

（５） その他 

７ その他 

 

議事概要 １ 開会 

・藤岡企画振興部長あいさつ 

・会長が選任されるまでの間、藤岡企画振興部長の進行 

  ・伊賀市総合計画審議会運営規程により、会議の公開、傍聴についてあらかじめ

確認、了解を得る 
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２ 委嘱状の交付 

・出席委員に市長から委嘱状を交付 

 

３ あいさつ 

（市 長） 

本審議会は、この後説明させていただきますとおり、これまで４つの審議会で所

掌していた内容を集約し、新たな役割を担っていただくことになります。 

委員の皆さんには、本日から２年間、総合計画の評価・進行管理や総合計画第２

次再生計画策定等についてご審議いただくことになりますが、計画に掲げる「勇気

と覚悟が未来を創る『ひとが輝く地域が輝く』伊賀市」をしっかり実現していける

よう、ご審議をお願いします。 

また現在市では人口減少に歯止めをかけ、地方創生を推進すべく、「伊賀市まち・

ひと・しごと創生推進本部」を立ち上げ、「伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略」

の策定作業を進めています。既に「総合計画・再生計画」を基に地方創生に向けた

施策を進めているところですが、今回中間案をまとめ、パブリックコメントをはじ

め各関係団体の皆さんからもご意見を聞かせていただくこととしています。委員の

皆さんも本審議会において、総合戦略に対する積極的な意見交換を併せてお願いし

ます。 

 

・事務局紹介 

・資料確認 

 

４ 伊賀市総合計画審議会条例について 

・資料１、資料２について説明（事務局） 

 

５ 会長及び副会長の選任について 

・会長に中川委員、副会長に宮﨑委員で一同承認 

 

会長・副会長あいさつ 

（会 長） 

会長という重たい役を仰せつかり緊張している。私は、名張市を含む２市３町２

村合併の前段階の合併問題協議会の時から委員をしており、法定合併協議会の時も

委員であった。そういった関係もあり、伊賀市自治基本条例案の策定にも携わり、

住民自治協議会の設計にも関与し、その流れで新市建設計画も手掛けるといった大

変充実した数年間を過ごしたという思い出深い伊賀市である。途中で少し抜けた時

期もあるが、大変愛着のある伊賀市であり、今回こういった役を担っていくという

ことは名誉なことである。 
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できるだけ委員の皆さんのご発言を優先し、私は司会進行に徹していきたい。よ

ろしくお願いします。 

 

（副会長） 

 私は伊賀上野観光協会から出向しており、本業は漬物屋である。毎日考えるのは、

流入人口・交流人口を増大していくにはどういう形がよいのか考えているが、これか

ら人口が減少するのは皆さんご承知のとおりである。人口が増えないという中で、我々

が知恵を絞っていくのがこの場である。２年間というのは、今から考えると結構長い

なという気がするが、皆さんとともにより良い伊賀市に向かって頑張っていきたいと

思うので、よろしくお願いします。 

 

（市長公務により退席） 

 

 

６ 議事 

◇会議の成立の確認 出席者 14名、欠席者２名、条例第６条２項により成立 

◇議事録 運営規程第４条に基づき、平井委員、大櫃委員を議事録署名人として

会長から指名 

 

（１）審議会の運営に関する事項について 

・資料３について説明（事務局） 

 

（２）行政経営報告書について 

  ・資料４について説明（事務局） 

 

（委 員） 

  例えば 24頁で予算が出ているが、シートの見方にも単位が出ていない。単位はい

かがか。 

（事務局） 

  全て千円単位である。 

（委 員） 

  いくつか拝見する中で、平成 26 年度は過去形でよいかと思うが、平成 27 年度が

過去形表記になっているところが見受けられる。例えば 47頁の真ん中あたりで、「地

域福祉計画推進委員会を４回開催し、計画の進捗状況や評価を行いました。」とある

が、まだ年度途中であるので「行います」の誤りではないか。また数字や文言がや

や正しくない部分があり、同じく 47頁真ん中ぐらいの「地域ネットワーク会議」は

「地域ケアネットワーク会議」である。数字も「２箇所」となっているが、「４箇所」
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だと思う。また合計も「11 箇所」が正しいと思う。このように過去形表記となって

いる部分などについては全体としていかがか。 

（事務局） 

  評価シートの上段については、前年度の取組内容と残された課題となっており、

平成 26年度に実施した取組について、検証を行いながら記載したものなので、過去

形となっている。また下段については、平成 27年度の取組ということで、過去形で

ない表記としている。その他ご指摘いただいた文言や数値については、確認し必要

に応じ修正する。 

（委 員） 

  ４頁からのアンケートの部分のパーセントであるが、コンマ１まで出しているが、

切り上げ表記として、小数点以下を無くした方が見やすいのではないか。小数点以

下まで出す必要がないように思う。 

（会 長） 

  これは考え方かと思う。ここで分析するには、コンマ１桁ぐらいまでは必要かと。

外へ出す時にはそこまでいるかなということかもしれない。 

（事務局） 

  前年度比較をするうえでは、コンマ１桁まである方が、比較はしやすいかと考え

ている。 

（委 員） 

  比較であれば、どちらもコンマ１まで出さなくでもよいのでは。細かいことでは

あるが、見やすい方が考えやすいと思う。 

（会 長） 

  ご意見として賜っておく。 

（委 員） 

２、３点確認させていただきたい。１つは評価シートの見方のところにもあるが、

優先度の部分は、重点か継続の二者択一で判断しているかと思うが、継続から重点

に持っていくときの判断基準はどうか。また継続の中でもほぼ達成できた状態の部

分と、もっと力を入れていくべき部分に分けないと、全体のパイが少ない中で重点

化していく時に、重点と継続だけでよいものか少し気になる。 

あとは確認であるが、205頁以降の７の分野については、進行管理の部分であるの

で、指標は入れないという判断かと思うが、審議会の統一等も実際やっているので、

指標として入れられる部分は入れていった方が、市民感覚的には分かりやすいと思

う。 

もう１点、マネジメントシステムの参考資料の年間スケジュールの中で、市民の

部分の７月から８月に「市民等の意見」とあるが、今回本審議会にお示しいただい

ているのもこの市民等の意見聴取ということでよいか。 

（事務局） 
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１点目の重点化については、事業数も少ない部分はあるが、方向性を出すという

ことで、お示しをしている。 

２点目の７の分野、計画の推進の分野の指標の設定については、ご意見をいただ

いたので参考にさせていただきたい。 

  ３点目のマネジメントのスケジュールの部分の市民等の意見に関して、本審議会

に関してもこの部分に該当すると考えている。 

（委 員） 

  １点目に関し、継続から重点に移したものが何事業ぐらいあるのか。また継続の

中でもかなり濃淡があるかと思うが、そのあたりは考慮されているのか、あるいは

考慮されていないのか。 

（事務局） 

  継続から重点に移行したものについては、本日資料を持ち合わせていないので、申し

訳ない。継続の濃淡については、施策ごとの濃淡になるかと思うが、その点については

今のところ考慮していない。 

（委 員） 

  審議会の所掌である評価と進行管理という中で、この報告書がどういった経緯で

仕上がってくるかという背景を知っておかなければならないと思う。例えば評価責

任者が部長になっているが、各部長が担当課への聞き取りをしているのかなど、評

価シートが出来上がってくるしくみを簡単に説明いただきたい。客観性がどのよう

に担保されているのか。 

（事務局） 

  施策評価シートについては、マネジメントシステムを有効に活用し、施策を実現

させていくためという目的で作っている。これまでも評価をしていたが、評価が予

算に結びつかないという課題もあったので、一元的な管理ということで見直しをし

て、マネジメントシステムを作った。施策評価を行うことによって、１年間の流れ

や前年を振り返って当該年度に取り組む方向性、また翌年度につなげていくという

ことを検討する資料ということにもしている。 

（委 員） 

  部長が評価する前段で、部内でどのような取組があり、客観性をどのように担保

しているのか。 

（事務局） 

  部長が評価するにあたっては、各課、各課長との協議を踏まえ評価をしている。

各シートの右ページでは、各事務事業の重点ということで順位付けをしているが、

こちらについても協議をしている。 

（委 員） 

  各課ごとのシートが出来上がってくる背景には、外部の視点は一切ないというこ

とで理解した。 
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  もう１点、各施策ごとに平成 27年度の改善ポイントや具体的な取組を見ていると、

提案や取組内容がある中で、例えば 91頁では「今後も水道部と連携・調整を密にし

て取り組みます」と突き放したような表記もあり、不揃いな評価をするというのは

非常に難しいという思いがある。 

（委 員） 

  作り方かと思うが、例えば 27頁では、平成 26年度の取組内容と残された課題で、

人の数が出ている。感覚的な話であるが、その中でがん検診の合計人数が何人であ

ったのか、伊賀市の市民のうち何割ぐらいが受けたのかなど、できれば合計がほし

い。そう思いながら見ていると、31 頁では％表示があるが、何名か分からない。こ

の場合も何名で何％といった表記がないと、予算額が多いのか少ないのか分からな

い。内々の数字を出す場合は、全体の数字が分かるように表記してもらえれば、も

う少し理解できるのではないか。 

（会 長） 

  今まで出てきた意見からすると、かなり改善・加工の余地があると思う。そのつ

もりで聞いていただければと思う。 

  客観性の担保は何をもってやっているのかというご指摘。アウトプット指標とア

ウトカム指標が混同している、分母と分子の関係、比率でどれをアウトプット指標

とし、どれをアウトカム指標とするか精査が必要というご指摘であったかと思う。

そこから来る優先順位の順位付けは一体誰が行っているのか、そのあたりが見えな

い。これらはかなり厳しい指摘であると思うので、次年度以降加工・改良する必要

があると思う。行政内部評価で、内部評価の客観性担保のための出力資料、つまり

アウトプット指標と科学的なアウトカム指標に限定しないと、定性評価まで踏み込

んでしまうとまずい。自分達でよく頑張りましたＡ ランクをつけていることになり

かねないので、そのあたりのボーダーを考えてもう少し加工・改良をする必要があ

るなと各委員がおっしゃったと理解する。 

 

（２）伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略中間案について 

・資料５、資料６、資料７、資料８、資料９について説明（事務局） 

 

【第１部 人口ビジョン】 

（委 員） 

  資料７の 20頁で人口推計では社人研推計と創成会議推計とあるが、違いは何か。 

（事務局） 

  人口推計を行うにあたり、それぞれの機関で推計がされているが、日本創成会議

の推計は、東京を始めとする大都市への人口流出が今後もそのままの水準で流出す

ることを前提に推計したもの。社人研推計はその流出が今後縮小するものとしては

じき出された推計である。 
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（委 員） 

  中間案ということで一読したが、はっきり言ってデータ集である。案というのが

どこに出てくるかというと、最後の方にポツポツといった感じで、中身についても

評価シートで指摘させていただいたのと同様に、項目により非常にばらつきがある。

具体的に提案されているものもあるが、例えば資料７の 70頁の協働によるまちづく

りについては、大切なことであると思うが、施策・事業の１つ目に住民自治協議会

によるまちづくりと突き放したような表現である。これらを基に評価をすることは

できない。もう少し具体的な項目を列記していただきたい。概要版を見ても、きつ

い言い方かもしれないが、言葉遊びなのかと思う部分もある。例えば６頁の基本目

標４の来たい・住みたいと思われる“いが”にするという項目では、背景に色んな

社会的要因があるということはデータを見ても分かるが、施策の中で移住・定住促

進のための体制づくりなどは当たり前のことである。市民が見て伊賀市が何をやる

というのを何故書き込めないのか。例えばこれは案であるが、外部からの移住者を

招くのであれば、空き家に住んでもらえる方に市が補助金を出すなど、何か施策と

して盛り込めるようなものを提案するくらいの気概がなければ、実現しないのでな

いかと思う。名張市はワインで特区申請をした。そういったことも踏まえ、伊賀市

ならではの特化した取組をこの中に盛り込んでいく必要がある。具体的なものを今

後でも結構なので、提案いただく中で評価する方が、中身のある議論ができるので

はないか。 

  もう１点、委員が行政経営報告書でご指摘いただいた件と全く同じで、19 頁の表

について、これを見てどう理解するのか。伊賀市内 38,000人が出て行ったらトータ

ルで何人出て、どれぐらいの比率で昼間人口と夜間人口が違うのか、つまり定住自

立圏構想とも関係するが、そういう比較ができるような工夫が何故できないのか。

読む側に立った一読すれば分かる資料を作っていただきたい。 

（会 長） 

  他に質問・意見が無ければ、第２部の説明の後、総括的にご意見をいただく。 

 

【第２部 総合戦略】 

（委 員） 

  資料７の 32 頁の取組体制について、課題研究を行う職員提案制度において、「人

口減少対策」「移住・交流」をテーマとした研究を行いましたとあるが、具体的には

どういったことが行われたのか。それから産官学の学の部分はどこの学校が対象と

なっているのか。現在具体的にやっているのか。 

（事務局） 

  共同研究グループについては、課題テーマを設定し、若手職員によるグループを

今回２つ作っている。その中で人口減少対策については、人口、子育てについて地

方創生に絡み、具体的にどういった事業に取り組んでいけばよいのか研究をしてい
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る。移住･交流施策についても、どういった施策により伊賀市に外部から人を呼ぶか、

また伊賀市内から外に人口を出さないための研究を行っているが、本日は細かい資

料をつけていないので、必要であれば、次回の審議会でこの研究グループの成果が

出ているので、資料を提示させていただく。もう一点、産官学金労言の学の部分に

ついて、特に高等教育機関については、伊賀市と三重大学で包括協定を平成 18年に

結んでいる。その中で、三重大学伊賀連携フィールドであったり、三重テクノ伊賀

には、三重大学伊賀研究拠点があり、今実際に連携して取り組んでいるのは三重大

学となっている。 

（委 員） 

  共同研究グループについては、過去何回行われているのか。 

（事務局） 

  平成 26年度に複数回開催し、最後は成果報告という形で公開の場でも報告会を開

催させていただいた。そのときの資料は後日提供させていただく。 

（委 員） 

  40頁に交通アクセスの問題が出ているが、平成 27年度に伊賀鉄道は市に移管され

るのでは。 

（事務局） 

  平成 29年４月から。移管ではなく、近鉄が第３種鉄道事業者ということで、基盤

の部分を保持し、車両の運行を伊賀鉄道が担っているが、現在近鉄が担っている部

分を平成 29 年 4 月から伊賀市が近鉄に代わって行うというイメージでよいかと思

う。 

（委 員） 

  具体論で申し訳ないが、果たして伊賀鉄道に乗るかどうか。当然ダイヤの問題も

あるかと思うが、車で伊賀神戸に出る人が多いと思う。何かというと片道 360 円、

一方で一日停めて 500 円、こういった具体的な数値をどうクリアしていくか。当然

赤字ということで、市や鉄道の分担金の負担などがあって今に至っていると思うが、

一日車を停めた場合、720円と 500円という 220円の差が出る。具体的な話になるが、

そういうところを今後どのような形でクリアしていくか。アクセスという問題にな

ると、伊賀鉄道は行っていかなければならないが、朝と夜の学生電車といわれてい

ると思うが、ほとんど乗っていない。乗るためにどうするかということ。それと空

き家という話も出ていたが、アクセスと伊賀市のほうへの転入をどうしていくのか。

何が言いたいかというと、鳥羽市では鳥羽に住んで住居すると 100 万円出しましょ

うとか、いいかどうかは分からないが、そういう具体例が出ている。要するに基本

目標３に出ているが、具体的な５Ｗ２Ｈが全然分からない。基本目標が出た後の誰

がいつまでに何をする、それが先ほどの評価シートかと思う。評価シートも内部だ

けではいけないと思う。外部の知識を入れて、人事制度も同様かもしれないが、具

体論がこの中に出てきて、中間案としてどうなんだということがないといけない。
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平成 28年度に向けて事務局にお願いしたいのは、どういったビジョンを描いた中で、

誰がいつまでにどういったことを行い評価にどう繋げていくのか、そして市民に具

体的にどのようにアプローチしていくのかということをぜひお願いしたい。 

（事務局） 

  おっしゃられていることは充分承知している。今回の総合戦略については、国で

もＫＰＩという重要業績評価指標を設定し、５年間の間でそれをどう実現していく

のかというＰＤＣＡサイクルの評価の部分が重要視されている。今回お示ししてい

る中間案については、先ほどから議論いただいているように具体例が少し薄いので

はないかということかと思う。ただし中間案の段階で、基本目標、それと基本目標

を達成するための政策パッケージとして、幾つかの事業を束ねた施策という部分で

記載をしている。その中で少し新規的なものや分かりやすい具体例を概要版の５･６

頁で明示している。今回のまち・ひと・しごと創生総合戦略については、ここまで

は行政内部で作ってきたが、地域の人口減少対策に取り組むという部分では、行政

だけでなく産学官金労言みなさんのお力も結集しながらの地域全体の取組となって

いるので、本日のように各団体からお集まりいただいているなかで、今後行えばよ

いような具体的な施策、また、足りていない施策について意見を出していただき、

次回の審議会の中では、若者世代との座談会や各種団体との意見交換も踏まえたう

えで、もう少し具体的な事業として提示できればと考えている。伊賀市として人口

減少問題に取り組んでいく中で、重視すべきと考えられる部分等に関してご意見を

賜りたい。 

（委 員） 

  現在相談を受けているなかで、次のような事例がある。母子家庭で市外から転入

したい、またシェアハウスで暮らしたいという相談。伊賀市については子ども医療

費の助成などの取組があるが、シングルマザーの場合は手当てを受給する要件とし

て、シェアハウスでは生計を分離することができない等の理由から手当てを受給す

ることができない。そのような理由から転入できない。こうした事例はたくさんあ

る。細かいことから具体的な解決策を講じることが、人口増に繋げられるのではな

いかと思う。  

  もう 1 点は、30～40 歳代の子育て世代が、介護も行わなければならない状態にな

っている。なおかつシングルマザーの場合は、１人で働いて子育てし介護もする。

疲弊して倒れた方もいる。いろんな問題が複雑に重なっている。雇用の問題、介護

の問題、子育ての問題、さらには就労の問題、これらを区切って考えるのではなく、

一連のものとして捉える必要があると思う。 

  そんな中で中間案を見ると、概要版の４頁に地域包括ケアシステムの構築とある

が、伊賀市では高齢期だけではなく全ての世代に亘って地域包括ケアシステムをや

っていくという発想であったと思う。伊賀市に住んでいる誰もが安心して暮らせる

ような多様な取組であると思うので、そのあたりに注目した書き込みをすればどう
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かと思う。 

（委 員） 

  伊賀鉄道について思ったことは、お金の面だけを考えると、伊賀鉄道はすごく赤

字になると思うが、車が無いと生活できない郡部では、高齢化が進むと公共のバス

等が充実しない限り、生活が困難になってくる。車を取り上げられ、病院にも行け

ず、買物にも行けないような時代が目の前に迫ってきているように思うので、伊賀

鉄道やＪＲの問題もあると思うが、ＪＲも電化を進める話があるが、電化を進める

ことで人口が増えるものではなく、まずは利用できる環境を整えていく必要がある

のではないか。なにもかも効率化ではいけない部分がたくさん出てくるように思う。 

（会 長） 

  大変重要な観点であると思う。いわゆる公共投資として、不採算部門に過剰な投

資をして、まちの財政を傾かせる危険性のご指摘があったが、そうかと言って超高

齢化の時代に公共交通網の基盤を廃止してしまうことは、社会保障の観点からどう

かという反論もあるということ。最終的には政治判断になると思う。我々は政治家

ではないので、両方の意見が出たということで充分かと思う。ここで結論は出ない

ので、両方の意見が出たということで充分である。 

（委 員） 

  交通機関の話が出ているが、例えばバスは、乗る人がおらず便数が減ってきてい

るかと思うが、これから便数が減ってくると、バスを利用したいと思う人も利用で

きなくなるということがますます進んでいくと思う。そういう面で、三重交通と地

域のコミュニティバスが出ているが、重複して同じところを廻っているように感じ

るので、そのあたりを伊賀市全体として考えていってほしい。 

（会 長） 

  今回の計画に反映できるかどうかは別として、交通政策担当課にご意見を伝えて

いただきたい。 

（委 員） 

  ＰＤＣＡについてこの委員会は４つの委員会を新たに１つの委員会としたという

ことであるが、これまでの伊賀市総合計画審議会ではＰＤＣＡがあったのかどうか。 

（事務局） 

  これまでは、総合計画を策定するにあたり、総合計画審議会に諮問・答申という

形で意見をいただいていた。総合計画が策定された後は、伊賀市総合計画推進委員

会を組織し、前年に策定した総合計画に関して、まちづくりアンケートの満足度や

必要度を基に成果指標や活動指標を検討、達成度をチェックいただき、それぞれの

政策に対しての意見をいただき次年度の予算につなげるということで、チェックを

いただいていたというように考えている。 

（委 員） 

  今回の説明は全て 2015（平成 27）を断面に切って話をされている。市として何ら
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かの手を打った結果がこうなのか、それとも何もしていないがこうなのか。審議す

るにあたり、アッパーなのか、今まで何もしていなかったからやっていこうとする

ものなのか、それが分からない。2015（平成 27）年はただの中間点であるが、全て

の資料が国の創生計画に基づいてやっていこうとするものであり、国が何も言わな

ければ手は打たないのか。そういう伊賀市ではないと思う。例えば資料７の 13頁の

図表１-12の女性人口割合について、1985（昭和 60）年から 1990（平成２）年に 12.6

から 11.2に落ちた。ついては政策を打ったので横ばいになった。それでも 2010（平

成 22）にはまた落ちた。この時の施策はこうであった。それが本来の傾向であり、

事務局からの説明の中での傾向とは、他市との傾向であり、それはただの比較で傾

向ではない。傾向とは歴史を反省した上で見ていくもの。市長が変っても市民や役

所の職員は変らず、過去も変らない。だからこそ過去の評価も入れ込んだ形で、創

生計画をしていかなければならない。今まで努力してきた成果を見せていただきた

い。これまで行政としてどのような取組をしてきたのか、別冊で図表解説表を作っ

ていただければ。 

（事務局） 

  昨年度策定した第２次伊賀市総合計画では、総合戦略がなくても、人口減少社会

に対応していく政策を実施していくという基本があるので、今回国が何も出してこ

なければ、市としても何もしないというのではなく、総合戦略は総合計画に基づき、

より取り組んでいくということを示している。また過去にどのような政策を実施し

てきたかという部分については、合併以降総合計画を何度か策定している中で、前

計画の見直しの整理をしているので、示せるものがあるかどうか事務局で検討した

い。 

（委 員） 

  図表１-11 では、合計特殊出生率が 2007（平成 19）年に突出して上がっている年

がある。その背景にどういったことがあるのか。委員のご意見は、そういったご意

見であったと思うが。 

（会 長） 

  その時の客観的な世界情勢や外部環境の変化など、周辺環境状況として補完して

記載していけば良いというのが１点と、併せてある施策を打った時期がこれという

ように、差しつかえのない範囲で立体的に示すべきだという主旨かと思う。 

 

（４）今後のスケジュールについて 

  ・総合計画審議会開催スケジュール（案）について説明（事務局） 

 

（５）その他 

（会 長） 

  本日の会議について、もう一度おさらいをしておく。資料１では、これまでの審
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議会の関係性を示したものがあるが、今回の総合計画審議会はこれまでの４つの審

議会の性質を兼ねており、総合計画審議会に１本化された。本日行った仕事は、行

財政改革推進委員会の役割を行ったのが「行政経営報告書」の点検・助言。併せて

設置条例の第２条第５項に該当する「伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の

議論が２つ目の議題であった。今の所はこの２本をきっちり議論していくことにな

るかと思う。 

（副会長） 

  色んな新しい概念を含め勉強していきたいと思う。前に進むためにはしっかり取

り組んでいかなければならない。 

 

７ その他 

（委 員） 

  議事録は次回の配布になるのか。それともそれまでに送付があるのか。 

（事務局） 

  早速作成し、議事録署名人に署名いただいた後、次回の会議までにお配りさせて

いただいた方がよいと考えている。 

（委 員） 

  以前の総合計画の際にも時間が足りなかった時に行ったことであるが、特に「ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」については、総合計画審議会に意見を聞きながら

策定するということになっているので、締め切りを切ったうえで、各委員より気付

いた点を事務局にＦＡＸ・メールなどで送付してはどうか。 

（事務局） 

  次回の会議を８月２７日に予定しているので、７月中にはＦＡＸ・メールなど何

でもよいので、ご意見をいただければと思う。 

（事務局） 

  委員の皆さんには、２年間の長丁場になりますが、本審議会へのご協力を賜りま

すよう改めてお願い申し上げ、本日の会議を終了させていただきます。ありがとう

ございました。 

 

 


