
伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略　人口減対策への意見・対応一覧

番号 ご意見 ご意見への対応

1

　地方創生と言うけれど、政府や地方自治体の為政者の方々は、地域経済を活性化させよと呼びかけています。政府に担
当大臣まで置いていますが、地方の実情をご存知でしょうか。中央の目線でしか見ていない気がします。
　その一つに、今年また来年から自動車税や軽自動車税の値上げをしています。地方田舎に住んでいる者は公共交通機
関を利用しにくい状況です。駅や停留所近くに住んでいる人は少ないでしょう。単車や車を利用しなくてはどこへも行けませ
ん。更に高齢者になると、年金生活で通院や買い物にも車です。車類の税率アップは地方創生とは逆の政策です。新しい
車が開発されても税率アップです。中古車しか乗れません。農耕車両も同様です。
　せめて買い物利用券や医療利用券、ガソリン利用券、タクシー利用券など交付といった方法があるのではないでしょう
か。地方創生の逆方向の政策をして、何が地方に活力ですか。ますます少子高齢化になるでしょう。

　現在各自治体では、各地域の実情を分析し、活気ある地域を維持していくため総
合戦略の策定を進めています。伊賀市でも現在「伊賀市まち・ひと・しごと創生総合
戦略」の策定を進めており、現状・課題を分析することで、地方創生に向け取り組ま
なければならない事業について検討しています。その中では、地域社会を維持して
いくため不可欠な公共交通に対する取組も検討しています。今後も引き続き国の情
勢を注視しつつ、伊賀市の取組を進めていきます。

2

　小生、現住所が高槻市ですが、本籍地が伊賀市西高倉にあり、親の介護と山林等の資産継承のため伊賀市内にて活動
中で、いずれ数年後には本籍地へ戻ってくる予定でおります。父親は９０歳、小生は７１歳なのでこれからの世代である息
子と孫も山へ連れてゆき、わが持山を教えてはいますが、肝心の小生が認知症の進んだ父親から詳しい所在地や境界を
聞いていないためここ１年間、市役所、区民センター、法務局、森林組合、県の農政課等を駆けずり回っているものの思っ
たようには進展していません。
　区民センターに西高倉地区の談合図（ダンゴズ）があり、それを頼りに知り合いに声をかけ、お互いに話し合いで境界を確
定し、緯度経度データを求めて、双方とも永久保存して後世に伝えていこうと声をかけています。このためには、信頼性の
ある緯度経度測定機が必要なので、軍事用にも使われている「ハンデイＧＰＳ」で米、露、日の人工衛星の電波を受信して
測定できる機器を購入し活用する準備をしています。確実なピンポイントの測定は困難ですが、上柘植の霊山山頂の一等
三角点にて検証し、コンマ２秒以内の誤差範囲であることを確認し、そこそこの精度であることを検証しました。
　周りの若い人はほとんど自分の持山に行った事がなく、所在もわからず、当然、手入れもしていません。わずかに高齢者
で近在の山に詳しい人が何人かおられるとのことなので、これらの人のお元気なうちにぜひとも、境界を教えてもらえるよう
区会にても提唱するつもりでいます。つきましては、５月１日付け伊賀市の広報に掲題の件を見つけ、現在苦闘中の山林の
継承につき、もっともっと地区全体の運動に広げられないかと思い、提言する次第です。

１．伊賀市シルバー人材センター内に山に詳しい高齢者のグループを設け、無理のない範囲で、各地の持山の境界設定の
援助をしてもらえないか

２．正式な境界設定には、高額な測量が必要になるが、売買行為でなければ当事者間の話し合いで決めても十分と考えら
れる。しかしながら区長等の第三者の立ち合いが必要とのことから、一人の人に負担が集中しすぎるのは無理があるの
で、人材センターで代行してもらえればいいかと思います。

３．市役所の担当部署でお聞きした話では、西高倉地区の山の実情は非常に複雑で、過去１－２回筆界図を測定しようとし
たが、断念し当分再トライすることはないとのこと。法的に問題ないよう完璧を記するのは無理でも、簡易的な実用法として
シルバー人材センターの協力を得て、是非とも境界設定に尽力をお願いしたいと思います。蓮池地区は筆界図の設定が終
わっているが当地区は匙を投げられている由。あきらめずに実用的な方法を検討願いたい。

以上のとおり、せっかくの地方創生政策が出された時期でもあり、森林資源を荒れるに任せず少しでも手入れするよう担当
部署の連携と強力な後押しをお願いしたい。

今後の取組の参考とさせていただきます。
内容については、担当課に伝達。
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番号 ご意見 ご意見への対応

3

　先般５月１５日付けのメールにて掲題の提言を行いましたが、２月に拙宅の蓮池の山の境界特定とペンキによるマーキン
グを行いました。その際、ハンデイーＧＰＳを使って緯度経度を測定する専門業者に依頼し、以来山の管理方法について相
談に乗ってもらっていますが、不在山主の山林管理等も請け負っているとのことから、今後の対策検討の助けになればと
思い、資料を添付致します。
　新年度の区の総会にて、地区のシルバー事業として、山林管理に詳しい高齢者の協力をお願いしましたが、にべもなく断
られ、関心の低さに愕然としました。しかし、市のシルバー人材センターの一部門として設置するのであれば異論はないと
の結論になりました。近所に和銅会という壮年、老年者の集まりがあり、そこでも提案していますが趣旨は理解してもらって
も、いざ実現するとなると反応薄の状態です。無関心な一般山主を何とか呼び込み、先に提案した内容の実現に専門業者
の協力も得られるよう同意してもらっています。関連資料は下記URL:yoshino.jpn.orgで検索できます。
　尚、和銅会のメンバーは十数名おり、当面任意団体として区長を中心に組織化できないかと提案した趣意書を添付いたし
ます。将来ＮＰＯ法人にまで持っていけないかと検討しましたがまだまだハードルが高くせいぜい任意団体でも出来ればい
いかとも考えています。また、先般購入したハンデーＧＰＳを当該団体の共有設備として寄付してもいいかと思っています。
　以上の提案について、何らかの回答いただければ幸甚に存じます。お待ちしております。

※別添資料あり

今後の取組の参考とさせていただきます。
内容については、担当課に伝達。
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伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略　パブリックコメント意見・対応一覧

番号 該当頁 分野（箇所） ご意見 ご意見への対応
修正対応

（該当箇所）

1
P12～
P22～

人口ビジョン
　２人口動向分析
　　Ⅲその他参考
となる指標
　４人口の将来展
望

調査・アンケートからみえてくる数値の説明だけでなく、解析を希望します。

　数字は現状の姿を浮き彫りにしてくれます。が、数字の現状説明だけでは不十分です。数字の奥
に隠された真実のなかに今後の戦略・先述が見えてくると思います。数字の裏に隠された真実の
解析を追加するべきです。
　アンケート調査を実施されていますが、用意された選択肢の選択、意見欄に記入された意見で
は、その意見の見出しにすぎません。個別・グループヒアリング調査のなかからみえてくる事実の
拾い出しが必要です。既に、ワークショップや地域との懇談会が行われていると思います。担当者
がつかんだ事実の姿を浮き彫りにした解析を入れてください。
　例えば、【子ども・子育てに関するアンケート調査】のなかに「子どもの養育に関すること」、「仕事
や自分のやりたいことが十分にできない」と書かれています。「子どもの教育に関すること」とは、ど
ういうことでしょうか？　　公立学校の質？待機児童のこと？進学のために市外に出なければなら
ないから？
　また図１-２３　通勤・通学流動の状況の数字をみても、大阪に進学しているのは大学生だけ？私
立の中学校へも通勤しているの？伊賀の学校ではだめなの？と数字の裏の事実が必要です。
　「イケア」や「伊藤忠ファッションシステム」の手法を導入してみてください。よりリアリティのある伊
賀の事情がみえてくると思います。

　「伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、第１部人口ビジョ
ンにおいて、まずは過去の伊賀市の人口動向を把握するため、客
観的に数値の推移状況を見ています。第２部総合戦略では、それ
ぞれの事業に繋げていくため、特に関わりの深い指標について他
自治体との相対的な比較をすることで、伊賀市における課題の検
討を行っています。
　ワークショップや地域との懇談会に関しましては、各種団体等と
意見交換を行い、今後の人口減少対策の取り組みに結びつけて
いきたいと考えています。
　現在策定を進めております「伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦
略」は、ＰＤＣＡサイクルにより、その取組内容について不断に見直
しをしていくこととし、、今回ご意見をいただきましたように数値やア
ンケート調査結果の裏側にある真実の把握を行いながら、事業の
見直し等を進めていきたいと考えています。

修正なし

3 



伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略　伊賀市総合計画審議会意見・対応一覧

番号 該当頁 分野（箇所） ご意見 ご意見への対応
修正対応

（該当箇所）

1

総合的に見て、創生総合戦略として、目標の設定、施策評価は時間軸に見る
必要があるのではないか。短期に解決する問題、長期に解決すべく問題に分
けて進めることが必要ではないか。総花的な感じがします。何故なら、取り組
む問題は、中心市街地とその周辺地域の問題。環境も違えば温度差もかなり
違う。また直ぐに解決できない問題（例えば人口減少等）、直ぐにもできる問題
とに分けて進めることが望ましいと思いますが、お考えを聞きたい。どちらも目
標を立てることはもちろんですが・・・。

人口減少対策については、取組の成果が直ぐに現われるも
のではなく、長い年月を要するものであります。しかし本市
が今後も活力あるまちを維持するためには、一刻も早く取り
組む必要があります。そのためご意見にありますとおり、そ
れぞれの取組に対して目標を定め、できることから迅速に取
り組むこととし、その結果得られて効果をしっかりと検証し、
次の取組につなげていくことが重要であると考えます。

修正なし

2

【再生計画の進捗状況の進展度A～Dの評価は全く信頼性が乏しいと思われ
る】
何故なら
①目標管理シート（評価基準を含む）なるものが存在するのか。あれば出して
ほしい。無いとすれば、何を根拠に評価しているのか。
②部長（管理職）に対して目標管理についての教育、訓練がされているのか。
民間では、人の評価も含め外部指導者による訓練を半期に一度受けている
が・・・。それほど人や仕事に対する評価というものは難しいと言われている。
何故なら、好き嫌いでの評価が多く評価シートに沿った評価基準が曖昧である
ため、自己満足で終わることが多い。
③業績評価での予算は出ているが実績数値を出して欲しい。多分相当の乖離
があるのではないか。この視点もA～Dの位置づけに照らしてみたいと思いま
す。まさか担当者が自己評価して、それを部長、課長がチェックして評価され
ていることはないですね。あれば全くだめです。根拠あり。

第１次再生計画に複数の目標が設定されている場合も、上
位政策に最も効果的な目標に絞って記載しています。また、
施策評価シートの【指標】欄に記載しています。ただし、目標
については活動指標と呼べるようなものもあり、第２次再生
計画では見直しが必要と認識しています。
進展度については、【指標】がその達成すべき目標を定量的
な指標で表しているので、好き嫌いなどが反映されないもの
となっています。教育、訓練については昨年度は年間に１回
でしたので、本年度は半期に１回を目標にしています。な
お、この回数の中には、ご意見の中にあるような人に対する
評価（職員評価制度（ＯＪＴ））については含めておらず、別
途開催しています。
平成２８年度予算では、施策の成果実績が低く、市民も必要
としているが満足していない、市が役割発揮していかないと
いけない施策に予算が集中するよう、伊賀市行政総合マネ
ジメントシステムについては随時改善しながら進めていきま
す。

修正なし

3

【PDCAについて】
計画書が多岐に渡っており、進行管理ができる状況になっているのか、凄い
計画である故疑問である。今後計画の見直しを図り最重点施策を設定し、優
先順位を付け、５W２Hの視点で業務改革を行うことが必要ではないか。スク
ラップ＆ビルドの精神がないと改革はできないと思います。委員会の組織統合
は良いことと思いますが。

総合戦略については、地域を担う各主体にも広く意見をうか
がいながら、取組の効果・検証を行い内容を不断に見直し
ていくこととしています。ご指摘いただきましたように、最重
点施策の設定や、優先順位を付けながら事業を実施する視
点は非常に重要な視点であり、KPIを設定するなかで、しっ
かりと進行管理を行っていきます。
優先順位をもう少し細かくし、その設定根拠の公表について
も改善を考えています。ご意見のようにスクラップアンドビル
ド、サンセット方式について、さらなる推進を図るとともに、改
革が推進されるような体制づくりについても、伊賀市行政総
合マネジメントシステムを改善しながら進めていきます。

修正なし
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番号 該当頁 分野（箇所） ご意見 ご意見への対応
修正対応

（該当箇所）

4

【雇用の創出面での身体障がい者に対する考え方は】
健常者、身体障がい者の雇用に対しての考え方はどうなのか。具体的な考え
方を聞きたい。各企業へのアプローチはしているのか。やれないのか。特に身
体障がい者に対して、確か法的に各企業は、従業員数に応じて1.8％の雇用
が義務づけられていると思うのだが･･･。伊賀管内において、法定雇用率を満
たしている企業は何社あるのか。また三重県が行っている思いやり駐車場に
ついて、伊賀市としてどのような連携をしているのか。例えば、アピタ、イオン
等の駐車場を見ても健常者の車が当たり前のように入れられている。伊賀市
としても。窓口でステッカーを貸与しているだけではだめだと思うが･･・。強固な
関わりが必要。

障がい者雇用の推進に関しましては、伊賀圏域障がい福祉
連絡協議会（就労部会）において、毎年、ハローワーク、三
重県雇用開発局、伊賀市・名張市、その他、特別支援学校
等の関係機関の担当者で班編成を行い、伊賀・名張市内の
企業訪問を実施しています。（但し、身体障がい者に限定し
たものではありません。）
また、企業の採用担当者等にご参加いただき、雇用推進研
修会を毎年開催し、障がい者雇用の推進を図っております。
なお、法定雇用率については、平成２５年４月より改定され
ており、民間企業 2.0％、国・地方公共団体 2.3％、都道府
県教育委員会 2.2％に改定されています。
三重県の思いやり駐車場制度については、平成24年10月
から施行されたものであり、同年12月からの障がい者週間
を利用して、市内の大型スーパーにおいて街頭啓発を行っ
ています。チラシや啓発用品を障がい者団体、社協職員、
三重県、伊賀市職員が参加ししております。
今後も啓発を通じて、広く知っていただきたいと思っておりま
す。

※参考

【訪問企業】
 H24　26社
 H25　22社
 H26　41社

【講演会等】
H25.2.26
　60名 参加
H26.3..7
　98名 参加
H26.12.5
　88名 参加

【街頭啓発】
H24.12.5
H25.12.8
H26.12.4
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番号 該当頁 分野（箇所） ご意見 ご意見への対応
修正対応

（該当箇所）

5

【交通アクセスと観光について】
①伊賀鉄道に乗ってもらうＰＲが弱いと思う。また伊賀に観光客を呼ぶための
媒体でのＰＲが弱い。例えば近鉄本線への車内吊ビラをす強化るとか。　一度
見たことがありましたが、 伊賀上野駅の立ち看板など全くナンセンス。果たし
て、ＪＲを何人の人が、どのような人が利用されているのですか。調査されてい
ますか。あれば数字を出してください。事務局は、ＰＲはネットでといわれるだ
ろうが･･･。果たしてデジタル化（ＩＴ)だけでいいものなのか。高齢者増の人たち
へのＰＲをどうするかを忘れてはいけない。媒体といっても効果を考えてやる
べきです。
②観光客が年間約２５０万人とあるが、いつの数字で、又、外国人と日本人と
の割合は。電車なのか。車のなのか。数字があれば出して欲しい。その中で、
リピーターの観光客はどのくらい占めているのか。外国人なら中国、台湾から
の観光客が多いと推測できるが、カード時代に適応した対処がとられているの
か。例えば中国等の富裕層のほとんどが持っているとされる銀聯（ぎんれん）
カードの使用可能な店舗はあるのか。観光協会の役員の皆さんはご存知なの
か。
③観光客の食事場所、宿泊先は果たして満足されているのか。私の目線です
が、食事場所は無いに等しいを思われます。
④市内に限らず、周辺地域への観光客を呼び込む施策等は、目概に無いと思
うが状況はどうなのか。検討されているのか。

①例で書かれている近鉄の社内吊ビラは有料広告になりま
すが、天神祭やＮＩＮＪＡフェスタのポスターは無料で駅張りし
ていただいています。また「いがぶら」のパンフレット等も無
料で駅置きしていただいています。その他旅行雑誌などの
媒体に無料掲載ＰＲを多数していただいています。今後もこ
のように経費をかけないＰＲに注力したいと考えています。
また、伊賀鉄道については、現在、沿線行事とタイアップし
たイベント列車の運行などを行っていますが、こうした取り組
みの充実により、伊賀鉄道自体の魅力の向上と利用促進に
努めたいと考えています。
②観光客の数字は直近Ｈ２６のものです。外国人は約2万人
強と推定しています。アクセスはほとんど自動車・観光バス
で電車利用は10％以下だと推定しています。リピーターの
数値は補足出来ていません。カード利用は実際に観光客に
対応する事業者等が体制整備いただく必要があるので商工
会議所などに働きかけています。
③食事場所については、ご指摘の通りだと思います。特に
夜間に開業しているところが少ない現状です。ついては起業
支援などの施策が必要だと考えます。
④周辺農村部に観光客を呼び込む施策は、着地型観光「い
がぶら」などで地域の資源を掘り起こし商品化する事業を実
施しています。また、観光協会が市内で統合されましたの
で、観光協会が行う農村部での誘客活動を支援していきた
いと考えています。

修正なし

6

【高齢化に即した行政バス運行について】
現在行政バスの運行していない周辺地域への取組はどのような状況なのか。

　平成27年度からの市の新たな交通政策全般の指針として
本年度に策定しました「伊賀市地域公共交通網形成計画」
では、全ての人が公平に移動できる交通環境を提供するた
め、行政の一定の支援のもと、地域の主体的な取り組みに
よって地域の公共交通を維持していく方向性を謳っていま
す。
　このことから、公共交通の利用が不便な地域については、
地域自主運行バスなど、新たな運行方式の導入を含めた具
体的な検討を今後進めたいと考えています。

修正なし

7

【基本目標について】
委員会でも言わせていただいたが、施策、事業についての具体的な落とし込
みが絶対に必要である。今の目標では、自己満足に終わる懸念大。誰が何時
までに、誰に指示を出し、どのようにしたら諸問題を解決できるのかまでを掘り
下げる必要大。評価シート（公開してください）の最大活用。

前回審議会では、中間案ということで施策の例示をさせてい
ただきましたが、今後最終案に向けては、基本目標や政策
ごとに取り組むべき具体的な施策を体系づけ、各施策にKPI
（重要業績評価指標）を設定し、その効果を検証していくこと
としています。また併せて各施策で取り組む事業例について
もお示しいたします。

修正なし
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8

【産学官連携について（重要な事項と思います）】
事務局から三重大学との連携との回答があったが、具体的活動のカイジをお
願いしたい。
①年間の具体的目標とそのスケジュールとその活動内容
②具体的な参加社名（団体名）
　　　産から・・・。行から・・・。学から・・・。金から・・・。労から・・・。
③将来ビジョン

①現在三重大学との連携については、三重大学伊賀連携
拠点として、伊賀地域の企業の高度化や新産業の創出の
実現を目的に、伊賀地域企業の技術・事業等の相談や、伊
賀地域団対等の組織支援のほか、セミナー・研究会、小中
高生対象の子ども大学や科学体験講座などを行っていま
す。また三重大学伊賀連携フィールドでは、教育・文化・研
究の推進や地域振興上の諸課題に対応することで、伊賀地
域の充実・発展につながることを目的に、忍者・忍術学講座
を始め留学生インターンシップ事業、中心市街地活性化事
業へアンケート調査など様々な取組を進めています。
②三重大学と伊賀市との連携はもとより、伊賀地域企業や
商工会議所との連携を進めながら取組を行っています。
③総合戦略でも産学官民連携による地の拠点形成と位置
づけ、現在の研究・活動拠点を核として、地域産業の強化や
地域課題の解決に向けた取組を推進していきます。

修正なし

9

【中心市街地の活性化について】
政務調査費（税金）を使って、各議員が北の方面に（南まで？）調査に行かれ
ていますが、議会の場としてではなく、縦横の関係から事務局との議論はされ
ているのか。ないとすれば何故しないのか。できないのか。また調査内容につ
いて、議員からの報告はどのような場所でされているのか。どのように活かそ
うとされているのか。具体的にお聞かせください。

伊賀市では市議会議員の調査研究その他の活動に資する
ため必要な経費の一部として政務活動費を交付していま
す。議員は視察に先立って、調査項目を準備します。必要
があれば、視察目的にふさわしい視察先の選定について事
務局と相談します。また、視察後は、視察によって得られた
聞き取り等の結果を視察報告書として議長に提出します。
視察調査の成果は、伊賀市の豊かなまちづくりを実現する
ため、市議会での一般質問や議員提出議案等の政策提案
等に活かしています。

修正なし

10

【中心市街地の活性化について】
活動するために、国からの補助金はあるのか。金額は？
聞いた話ですが、長野県の？村では、補助金に頼らず自らのお金で活動をさ
せているようです。人のお金では身が入らないから、身銭を切っての活動、素
晴しいことです。間違っていたらすみません。？村のことは聞かれたことはあり
ますか？

長野県下條村のことかと思います。下條村は全国有数の高
い出生率を誇り、奇跡の村と呼ばれています。国の補助制
度などに安易に飛びつかず、地元の実情に合った施策を自
らの創意工夫で編み出し、それを住民と共に汗を流して実
行してきた成果が表われたものです。本市としても、活力あ
る地域を維持してために、総合計画にも掲げるように、行政
だけでなく市民、自治組織、市民活動団体、企業などのあら
ゆる主体が力を結集して、本市の取り組む方向性に合致し
た補助制度を見定めながら、今後の事業を実施していく必
要があると考えます。

修正なし
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