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第４回伊賀市まちづくり委員会 会議録 

 

【日  時】 平成 23 年 11 月 22 日（火） 午後２時 30 分～午後５時 20 分 

【場  所】 市役所南庁舎２階 第１委員会室 

【出席委員】 11 名 

【欠席委員】 ４名 

【議  題】 開会            

１．議事 

（１）「生活・環境」分野の目標値の設定について    

（２）「教育・文化」分野の概要について 

２．その他  

 

１．議事 

（１）「生活・環境」分野の目標値の設定について 

政策１ 事故や犯罪のない安全なまちづくり 

基本施策① 犯罪や交通事故を未然に防ぐ（基本施策番号 12） 

（事務局説明） 

委  員： 登下校等で事故はあってはならないことから、目標値も 90％くらいに 

しても良いのではと考えてしまうので、上げるべきだと思う。 

委  員： 学校では、事件等が起きてから、以前より校内へは簡単に入れなくなって 

いる。必ず門は閉まっており、インターホンを押さないといけない。学校側 

も様々な対策もされている。学校のことを知っている方であれば、登下校の 

際には、パトロールを実施している事も知っている。 

 アンケートの回答者がこのような事を知っていれば、満足度も上がると思

うので、75％くらいに上げても良いと思う。 

委  員： 学校内だけでなく、交通事故もあるので、どれかを行えば、満足度が上が 

     る訳ではないと思う。様々な事を行っているが、周知されていなく、満足度 

     が上がってこない。満足度が上がらない原因はどこなのか見えてくると良い 

が。  

会  長： 最近、中学生がたむろしているのは聞かなくなった。これはパトロールの 

成果かもしれない。徐々に良い方向に向っているので、75％でどうか。 

（委員 賛成） 

 

政策１ 事故や犯罪のない安全なまちづくり 

基本施策② 環境にも家計にもやさしい消費生活を普及させる（基本施策番号 13） 
（事務局説明） 
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委  員： 生活課題「・・・省エネの暮らしが実践されている」とあるが、省エネとし

て何か実施しているのか。 
事 務 局： 主な事業として、環境家計簿等があり、環境家計簿を各ご家庭でつけていた 

だき、環境に配慮した日常生活で省エネに取り組んでもらいたい。 
委  員： （主な事業）「消費者相談」を行っても、予防にはなっておらず、高齢者に色々

な事例を伝えていくべき。又、「消費者トラブル対策出前講座」とはどのような

事業か。  
市民生活課： 年２回程度、自治会単位に実施しており、老人会等からも要望があれば出向い

ている。今年から、生活相談員が週３回出勤しており、相談員にも動向してもら

い実施している。ＰＲ不足かもしれないが、要望があれば対応する。 
会  長： 事態が起こってからの相談も大切であるが、事前の対策も大切である。 
委  員： 悪徳バスターズ講座を民生委員にも受講してもらい、高齢者への相談に繋げ

てもらうようにしており、成果も上がってきている。ただ、被害にあった方が、

自分が被害にあったとの自覚がない場合がある。 
委  員： そのためには、被害者になりそうな方へこちらから動いて行くべき。 
委  員： 福祉相談センターへも相談が沢山来ており、弁護士と相談しながら対応して

いる。 
会  長： 前回並みで 50％で良いか。 
（委員 賛成） 
 
政策１ 事故や犯罪のない安全なまちづくり 

基本施策③ 感染症などの流行、拡大を防ぎ、食の安全を確保する（基本施策番号 14） 
（事務局説明） 
委  員： これまでは、感染症や農薬等がよく言われていたが、最近は放射能も考える

ようになったので、数値は上げるべきだと思う。 
委  員： 農薬についてよく言われるが、家庭用の殺虫剤等の方がかなり危険なもので

ある。一般の農家が使用する農薬は、基準に合わせた使用しかしないので、安

全性は高い。消費者側は「農薬が危険であるという」意識を変えて行くべき。      
会  長： 満足度がここ数年、毎年５～６％上がっているので、５年後には 90％に達し

ているのかもしれない。このようなものに対しては、上げていくべきかもしれ

ない。アンケート最高値の 80％で良いか。 
（委員 賛成） 
 
政策２ 自然災害等への十分な備えをする 

基本施策① 自然災害への十分な備えをする（基本施策番号 15） 
（事務局説明） 
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委  員： 将来的に支所を縮小して行くと、危機管理体制は大丈夫か。支所の機能がど

のようになるのかまだわからないが、連絡所が支所の機能を兼ねるようになる

と、全体的な危機管理は本庁でしか機能しなくなる。交通網等が遮断された時

に不安がある。  
      大地震が来た時の給水対応はどのようになっているのか。 
事 務 局： 現在の時点で、支所を廃止する事は考えていない。ただ、38 の住民自治協議 

会があり、ここが成長して一本立ちすれば支所も必要なくなる場合もある。 
水道総務課： 給水の件については、本市ではタンク搭載の給水車が３台しかなく、市内全域

への対応は難しい。この事から、地域の自主防止組織や地域の皆さんのご協力が

なければ、水はあっても配れない状態になりかねない。 
委  員： 住民自治協議会へ業務を希望するとあるが、集まって活動する拠点がないと

ころもある。その中で、支所を縮小整備して行くと、住民自治協議会の方が追

いつかない。実際、拠点の整備がどれくらいできているのか。 
事 務 局： 住民自治協議会の拠点は、地区市民センターであり、一部を除いて、拠点と

なる市民センターはある。 
委  員： 行政と市民センターとの体制で、危機管理は徹底してできるマニュアルを作

成する必要がある。 
事 務 局： 現在、市民センターには嘱託職員が２～３名おり、警報が出た際には、職員

が張り付く様になっている。 
会  長： 皆さんの平均値から 53％で良いか。震災もあり、気持ちも強くなると思う。 
委  員： 防災の計画書はできているのか。まず、住民がどこに行って、誰が指示をす

るのか、周知していなくてはいけない。 
総合危機管理室： 
      地域防災計画は、本市の防災計画として、現在、平成 23 年度の修正作業を行

っている。各地域のマニュアルは、地域防災計画で謳っているものではなく、

各地区の自主防災組織が、本市の地域防災計画に沿った形で避難マニュアルを

策定するよう、啓発やお願いをしている。 
委  員： 上野西部地区は、11 月５日に 18 地区をどのように統括するのかということで

実施した。市民の方に徹底して、第一立寄り所に集まってもらい、マニュアル

どおり、市民センターが通告した場所に移動するという事を実施した。その結

果、様々な事が生じてきたので、現在、計画を修正している。 
      指定された避難場所が崇廣中学であったが、何故公共施設の前を通りながら、

指定避難場所まで行かなくてはいけないのかが問題になった。 
会  長： 住民自治協議会でも、このような取り組みをされている。なかなか周知は難

しいが、東海・東南海地震といわれている中で、早急に危機管理を徹底して、

市民の皆さんが安心して暮らせるようにしてもらいたい。 



- 4 - 

委  員： 現在、関心が高いときに目標値を上げた方が良いと思うので、55％。 
会  長： 危機管理室からの満足度はどうか。 
総合危機管理室： 
      防災計画は国から指針が下りてくる。まず、県の地域防災計画が改定される。

この計画に沿った形で、市の地域防災計画を改定する決まりがある。まだ、具

体的な数値自体も下りてきていない状態。三重県の「緊急地震対策行動計画」

は２年計画であるが、全体の 90％が津波対策である。 
県には、山間部や伊賀地域は置き去りにされていると抗議した。県からは「仮

に津波で浸水等の被害が出た際には、伊賀地域は応援体制を組む為の拠点にな

る」との意見があり、やはり、伊賀地域は、置き去りになっているように感じ、

満足できないところがある。  
委  員： 農村部は、防災に取り組んでいるが、市街地はあまり徹底されていないと思

う。このような状況にも取り組む為にも、数値は上げるべきだと思う。 
会  長： 満足度をもっと上げて徹底する為にも、アンケート最高値の 60％で良いか。 
（委員 賛成） 
 
政策２ 自然災害等への十分な備えをする 

基本施策② 火災を防ぎ、市民の命を救う（基本施策番号 16） 
（事務局説明） 
会  長： 消防団が活動する中で、危険な場所にまで入ることがある。その為の補償は

どのようになっているのか。団員が不足しているのも、このようなことが関係

しているのかもしれない。 

消防救急課： 消防団員の災害補償は、任意共済に入っている。東日本大震災で多くの消防職

員や消防団員が亡くなったこともあり、補償額が不足してしまった。これにより、

24,700 円と掛金を引き上げて補償することになった。この公務災害の補償と、

福祉共済の掛金も 4,000 円に引き上げることとなった。公務により、怪我、障が

い、死亡の補償としてこの２つに入っている。福祉共済の場合は、私的なことで、

病気で亡くなった際でも補償される。 

委  員： 現在、救急でたらい廻しという事態は減少したのか。 

消防救急課： たらい廻しという件数はないが、病院との連絡が取れない、又、ベットが空い

ていないことなどで、重症患者を受け入れられないと断られることがあり、 

     問い合わせの時点で、何度も電話をすることがある。救急出動件数が昨年 4,546

件あり、１回の電話で繋がったのは、3,281 件。90％が１～２回の電話で繋がる

が、10 回(最多)、９回、８回かけて繋がったケースがそれぞれ１度あった。 

      その為、病院へ搬送したが受け付けられず、次の病院へ搬送したというたら

い廻しはなかった。病院が決まってから出発している。ただ、電話の回数が増
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えると時間もかかり、その場での待機時間が長くなることはある。昨年の県外

搬送は、157 件であった。 

会  長： 知事との懇談の際に、奈良県や滋賀県との連携が充実したらさらに良くなる

のではと話した。 

      段々と下がっているので、前回と同様に５０％で良いか。 

（委員 賛成）  

       

政策３ 自然を守り、未来へとつなげるまちづくり 

基本施策① 自然を守り、未来へと引き継ぐ（基本施策番号 17） 
（事務局説明） 
委  員： 具体的に自然を守る、というのはどのようなことか。  
事 務 局： 適切な開発として、乱開発を防ぐことや、貴重な自然の生態系を守ることな 

ど、市全体の自然環境を守ることに取り組んでいくこと。この施策は啓発に取

り組むことが上げられている。 
委  員： 本市が守る対象とは決められているのか。 
会  長： 自然といえば、範囲が広いので、山林や自然公園なども考えられる。 
委  員： 「自然を守り、未来へ繋げるまちづくり」とはどのような考え方か。自然を

守りまちおこしをしていくことか。それとも、自然を保護していくことか。 
委  員： どのようにしていこうという設計図ができていないと思う。満足度を上げる

なら、事業を立ち上げて行かなくてはいけない。 
会  長： 満足度が低いのは、アンケートに答える市民の方も何を聞かれているのかわ

からないと思う。 
事 務 局： 自然を守るという抽象的な施策ではあるが、自然を残して観光につなげる こ

とや、環境面では乱開発を防止すること、自然を残して都会にはないような形で

今後進めて行きたい。その上で、後々の施策にある「空気がきれいで・・・」等

にも繫がって行く。伊賀地方の自然を残して行くこととして、漠然とはしている

が、後々の施策にも繋がっている。 
環境政策課： 広い課題ではあるが、事業として、子どもに自然環境を守って行くことで、新

しい世代へ引き継ぐ為に、環境セミナーや学習を実施している。特に、子どもを

対象に、学校教育や社会教育の場を借りて毎年環境保全ポスターを描いていただ

けるよう校長会でお願いをしている。今年も小中学生約３６０名からポスターを

いただいた。このような取り組みから、子どもたちへ環境保全として啓蒙啓発を

行っている。特に、夏のにぎわいフェスタで伊賀の水生生物の展示を行い、子ど

も達に反響が大きかった。このようなことから、未来へ引き継ぐ取り組みを行っ

ている。 
委  員： 他の委員会で市外からコンサルタントが来ても、「ここは、自然が多い、緑が
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きれい、空気がきれい」と表面的なことしか言わず、絵に描いたきれいなもの

を見ているようで中身を見てくれない。見た目だけで判断しても、実情が伴わ

なくてはいけない。 
会  長： 伊賀らしさを継承していく考えでもよいのでは。コスモスを植えていくこと

や、里山を残して行くことも観光に繋がるのでは。色々な花があったが最近見

かけないので集中して花を植えていこうなど、個人として伊賀市らしさに取り

組み、行政は乱開発の防止に取り組むことというくらいで良いのでは。 
      平均から、36％で良いか。 
（委員 賛成） 
 
政策３ 自然を守り、未来へとつなげるまちづくり 

基本施策② 森林を整備し、継続して活用する（基本施策番号 18） 
（事務局説明） 
委  員： 森林整備の補助金があるが、小規模ではなく、大規模でなければ補助金が出

ない。実用的ではない。心配なのは、森林が崩壊すると、水の環境に影響が出

ることや、土石流等の発生も考えられる。 
委  員： 施策２は、良い施策と思うので進めていただきたい。当事者だけであれば、

なかなか手入れもままならないが、ボランティアの方々が入ってくるようにな

ると進められて行くのではと思う。 
会  長： 都会の方が一日伊賀で交流して、その見返りにこのようなことをしてくれる。

最近、流行っていると聞いた。 
委  員： 島ヶ原地区で、都会から人を呼んで、これらのような体験をしていただき都

会との繋がりを作っている。 
会  長： 平均値から 30％良いか。 
（委員 賛成） 
 
政策４ 自然と共生するうるおいあるまちづくり 

基本施策① 自然と共生する、住みよいまちをつくる（基本施策番号 19） 
（事務局説明） 
委  員： 往古川では、下水が木津川まで流れる為、夏になると臭う。年に１回住民で

草刈をして水が流れやすいようにしている。年に２回、県・市も草刈をする。  

      悪臭や草刈等のこれらの問題にもう少し取り組んでいただきたい。 

会  長： 75％で良いか。 

（委員 賛成） 
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政策４ 自然と共生するうるおいあるまちづくり 

基本施策② 美しい川の環境を維持する（基本施策番号 20） 
（事務局説明） 
環境政策課： 往古川の管轄は国になるが、県を通じて意見を伝えたい。 
委  員： 川遊びと書いてあるが、川遊びをすると注意がくる。イベントで鯉を川に放

して子ども達に採らそうとすると駄目と言われる。この基準は漁業協働組合に

よって違うのか。 
事 務 局： この件に関しては、農林振興課に確認する。 
会  長： 川遊びができると書いてあるが、できないのはおかしい。 
      皆さんの平均の 37％で良いか。 
（委員 賛成） 
委員質問の回答 
川遊び・・・川は自由使用である。但し、水難事故が発生した場所には注意するよう情報

提供する。また、地元で遊泳禁止をしている場合もある。 
鯉の放流・・鯉には鯉ヘルペスがあり、以前、木津川でも発生したことがるので、鯉の放

流はしないようにと決められている。 
（国土交通省近畿地方整備局木津川上流河川事務所 確認） 

  
政策５ 暮らしを支える生活環境の整ったまちづくり 

基本施策① 安全でおいしい水道水を安定供給する（基本施策番号 21） 
（事務局説明） 
委  員： 川上ダムから水を採らないと、上野は水を使えなくなるのか。 
水道総務課： 夏場・冬場の渇水時期では、現在貯水している市部の方では、水がオーバーフ

ローして行かない状態であり、川上ダムからの貯水が必要と考えている。 
委  員： 水道料金が昨年 10 月から倍になった話しを聞いた。水道料金平均値が低い地

域、高い地域はどれくらいか。県道 422 号線で何度も同じところを工事してい

るが、どのような工事か。 
水道総務課： 
水道料金について一覧（口径 13 ミリが一般的） 

区   分 
口径 13 ミリ 

１箇月 20 ㎥使用

口径 13 ミリ 

１箇月 40 ㎥使用 

口径 20 ミリ 

１箇月 20 ㎥使用 

口径 20 ミリ 

１箇月 40 ㎥使用 

伊賀市水道改定（案） 3,360 円 7,770 円 3,675 円 8,085 円 

（一番高い地域） 

阿山上水 
4,200 円 9,240 円 4,473 円 9,513 円 

（一番低い地域） 

青山簡水 
2,515 円 4,925 円 2,620 円 5,030 円 
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下水道課： 県道 422 号線の工事について、依那古、神戸地内の農業集落排水整備事業に

伴い、管の工事を行っている。平成 25 年度までを予定。 
会  長： 平均の 71％で良いか。 
（委員 賛成） 
 
政策５ 暮らしを支える生活環境の整ったまちづくり 

基本施策② 全市的に生活排水処理施設を整備する（基本施策番号 22） 
（事務局説明） 
会  長： 下水道整備が長引いているのは、お金だけの問題か。 
事 務 局： 財政負担はかなり大きい。 
下水道課： 上野処理区は、平成 17 年度の生活排水処理施設整備計画では 700～800 億円

見込んでいた。近年、合併処理浄化槽が増えているが、まちなかでは設置が出

来ないために、当課では、合併処理浄化槽の整備や現状把握のためにマップを

作成し、10 年、20 年先を見込んで何が良いのか判断していきたい。 
委  員： 小規模下水道とは。戸々へ合併処理浄化槽の設置は難しいというのが、農業

集落排水のミニ版的なものを駐車場等の地下に作っていくことは可能でないか。 
下水道課： 小規模下水道は、浄化槽で処理された排水等を川へ排水するための管路のこ

と。高台の下水道との考え方について、公共下水道が一番効率的であるが、財

政負担がかなり大きいため、なかなか進まない。 
会  長： 53％で良いか。 
（委員 賛成） 
 
政策６ 環境にやさしい循環型のまちづくり 

基本施策① もったいない精神を持ち続け、環境にやさしい社会をつくる 
（基本施策番号 23） 

（事務局説明） 
委  員： 平成 22 年度の目標値より下がらなければ良い。 
会  長： 平均値の 52％で良いか。 
（委員 賛成） 
 
政策７ 環境への取り組みが進むまちづくり 

基本施策① ごみを減らす生活を送る（基本施策番号 24） 
（事務局説明） 
委  員： 発電所の事故発生後も、トラブルなしに動いているのか。 

清掃事業課： 軽微な故障は時々起こっているが、本市がＲＤＦを搬入するには支障はない。 

委  員： 処理場が平成 33 年３月末終了と書いてあり、当初は平成 28 年度と聞いてい
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たが、延びた理由は。又、平成 33 年が来たらどうなるのか。 

清掃事業課： 県の発電所事業は赤字であり、当初はＲＤＦを搬入すればお金が入って来た  

が、現在は、ＲＤＦの処理料金を支払っている。県は当初、平成 28 年度で終了

する予定でいたが、６つの支援団体と県との運営協議会で平成 32 年度末で終了

することが決まった。新しい処理場については、現在は白紙の状態であるので、

本年度、来年度の計画着手を考えている。 

委  員： 各家庭などではゴミを出さない意識はあるが、周辺の山林や耕作放棄をした

場所に、ごみの不法投棄がある。これは地主が処分をしなくてはいけない。こ

の意識を皆さんが持つまでには時間がかかると思う。 

委  員： 現在、不法投棄について行政側もパトロールに取り組んでいるが減らない。 

委  員： 現在は、ペットボトルやトレーのリサイクル等もあり、ごみに対しての取り

組みが以前より意識が高まっているので、100％に近づく方が良い。 

会  長： 前回と同じ 70％で良いか。 

（委員 賛成） 

 

政策７ 環境への取り組みが進むまちづくり 

基本施策② 地球環境にやさしい生活を送る（基本施策番号 25） 
（事務局説明） 
会  長： 委員の平均値が、平成 22 年度目標値より落ちているが、前回並という事で 57％

で良いか。 

（委員 賛成） 

 

政策７ 環境への取り組みが進むまちづくり 

基本施策③ 環境問題などに協働して取り組む（基本施策番号 26） 
（事務局説明） 
会  長： 平成 22 年度目標値 25.6％とかなり低いが、皆さんの平均の 65％で良いか。 

（委員 賛成）  

 

政策８ 自然と調和し、秩序のあるまちづくり 

基本施策① 秩序のなかにもにぎわいのある都市空間をつくる（基本施策番号 27） 
（事務局説明） 
委  員： ハイトピア建設には莫大な建設費がかかるが、実際にオープンした時にテナ

ントが歯抜けになっていたらどうするのか。合併特例債で３割以上の借金があ

る中で、ランニングコストがかかるのは、市民にとって良くない。オープンの

際には８割以上の稼働率でないと、市民の声があがって来るのではないか。 

会  長： まちなかの観光や庁舎問題、駅前問題等とあるが、現状は前向きに進んでい     
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     るので、目標値を低くしてしまうと、あまり期待をしていないように感じてし

まう。できるだけ目標値を上げて上手く行く努力をする方が良いのでは。 

委  員： これから、実施することが曖昧な形で進められると、市民に負担がかかって

来るので、見直してもらいたい。 

中心市街地活性化推進室： 

      テナント契約状況が 30％というのは、決して低い数値ではない。交渉の中で

かなり熟度が高いものもあり、新聞等で不安を仰ぐような記事が載ったが、現

在、交渉も続いているので、確実なものが 30％という事を理解していただきた

い。 

会  長： 50％で良いか。 

（委員 賛成） 

 

政策８ 自然と調和し、秩序のあるまちづくり 

基本施策② 緑化を進め、公園や緑地を整備する（基本施策番号 28） 
（事務局説明） 
会  長： 年々平均が上がって来ているので 70％で良いか。 
（委員 賛成） 
 
政策８ 自然と調和し、秩序のあるまちづくり 
基本施策③ 伊賀らしい景観を守り、活かす（基本施策番号 29） 
（事務局説明） 
委  員： 市街地整備推進事業の概要について説明いただきたい。 
都市計画課： 「伊賀市景観計画」の中で、城下町の市街地を風景区域と定め、重点的な景観

を維持形成して行く重点区域として位置づけている。その中で、昔からの街並み

を保全して行く意味で、景観計画の進行管理や「伊賀市ふるさと風景づくり条例」

の運用管理を年１回の審議会でチェックしている。又、日頃計画に基づく指導や

相談、届出に対してアドバイザーからの意見聴取を行っている。 
委  員： 都市計画街路について、地域の事を考えてもらいたい。 
都市計画課： 旧の城下町の中に、まちなみが形成されている路線に都市計画街路の計画が    

重なっている所がある。一定の都市計画決定をして道路の拡幅をすることにな 
るので、現在のまちなみを壊してしまう可能性もあるので、まちなみは保全し 
た状態で都市計画街路を見直したい。 

      都市マスタープランにも計画を見直す際には、この件も考慮する事を考えて

いるので、今後の街路計画を立て直す際の課題だと考えている。    
会  長： 観光で活かして行くまちなみと、残して行くまちなみの横の繋がりの話し合

いが出来ていない。行政同士の中で、ビジョンをしっかり作ってもらいたい。 
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      平均値から 80％で良いか。 
（委員 賛成） 
 
  
政策８ 自然と調和し、秩序のあるまちづくり 

基本施策④ 伊賀らしい住まいと居住環境を創造する（基本施策番号 30） 
（事務局説明） 
会  長： 平均値から 54％で良いか。 

（委員 賛成） 

 

（２）「教育・文化」分野の概要について 

 （事務局説明） 

 

２．その他 

事 務 局： 次回、12 月 12 日（月）午後７時～午後９時で予定したい。 

会  長： 担当課からの回答は、端的にお願いしたい。 

                             （午後５：20 終了） 

         

  


