
番号 委員名 該当箇所
意見
種別

ご　　　　意　　　　見 担当所属等 対　　　　応　　　　案
修正

検討要否
該当頁

1 市川委員 基本政策　２活力 意見

P11.「伊賀市には」⇒「伊賀市の」としてはどうか（異議なし）

事務局

【基本構想修正済み】
書き出し「伊賀市には」⇒「伊賀市の」に修正。 要 11

2 平井委員 基本政策　２活力 意見

P11.2行目。「経済の低迷や、人口が減り」⇒「経済の低迷や、人口減少」文章
の整理が必要。
（相川委員）「経済が低迷し、人口が減り」でもいい。 事務局

【基本構想修正済み】
「経済の低迷や、人口が減り～」⇒「経済が低迷
し、人口が減り～」に修正。 要 11

3 村山委員 基本政策　２活力 意見

P11の展開する政策の2本目「人と人がつながる元気な農林業のまちづくり」は
「人と人とがつながる」とした方がよい。

事務局

【基本構想修正済み】
「人と人がつながる元気な農林業のまちづくり」
⇒「人と人とがつながる元気な農林業のまちづく
り」

要 11

4 武田委員 基本政策　２活力 意見 事務局

【基本構想修正】
「京阪神都市圏と中京都市圏」⇒「近畿圏と中部
圏」に修正。

要 11

第９回審議会意見・対応一覧　（基本構想）

P11「京阪神都市圏」「中京都市圏」あまり使わない。「近畿圏」「中部圏」で
いいのでは。
（堀川委員）武田委員案賛成。なじみが無い。
（事務局）近畿圏だと幅広い圏域。兵庫県京都府の北の方まで入ることになる
が、流域を同じくする大阪の方までとするためこのような表現とした。中部圏
も岐阜県の北の方までは交流が無い。
（武田委員）近畿圏、中部圏で支障ないのでは。
（中森委員）私は出身が奈良だが、近畿圏は大阪、奈良、兵庫、姫路も入る漠
然とした範囲。中部だと静岡も入る。ネットワークの結節点というのであれ
ば、姫路や静岡まで含めるのはどうか。京阪神、中京都市圏というのはわかり
やすい。
（宮嵜委員）距離的な説明だったが、距離ではない。今は移動時間でターゲッ
トを決めている。京阪神と試験と区切ってしまうよりは、近畿圏、中部圏を推
す。
（武田委員）京阪神は普通奈良は入らない。石川から機会修理に日帰りで来て
くれる。難しい言葉を作らないでいい。近畿圏、中部圏でいい。
（市川委員）「近畿、中部の大都市圏から遠くない」ということが言いたい。
京阪神都市圏、中京都市圏という言葉にこだわらず、文章を少し変えてはどう
か。結節点という言葉についても表現を検討してはどうか。
（菊山委員）県でも畿央地域の中心となる伊賀地域は関西圏と中部圏の結節点
という記述もある。
（坂本委員）武田委員案でいい。人、モノ、情報をつなぐということなので、
大都市だけでなくてもいい。田舎ともつながることもある。山間地ともつなが
る。一般的にもわかりやすいを思う。
（中森委員）近畿圏、中部圏は広すぎるので、ここに載せるのは若干問題があ
ると思う。
（松崎会長）近畿圏、中部圏とするという案で、事務局に返していいか。
（相川委員）考え方としては、坂本案が正しい。都市部との中間点なのか、田
舎も含めての文脈の中では、都市圏に限定しないほうがいい。近畿圏、中部圏
の定義は人によって異なるが、広すぎることに問題は無い。
（松崎会長）近畿圏、中部圏とまとめる。

資料：１ 
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番号 委員名 該当箇所
意見
種別

ご　　　　意　　　　見 担当所属等 対　　　　応　　　　案
修正

検討要否
該当頁

5① 市川委員 基本政策　２活力 意見

「市内外のインフラ整備により」交通だけでは情報は入ってこない。
（相川委員）部会でタイトルを変えた。それに連動して直されていると思う
が、人や情報を含むのであれば「ネットワーク」を入れておいたほうがいいの
ではないか。
（市川委員）ひと、モノ情報ということであれば交通だけではなく、インフ
ラ、ネットワーク？？
（中森委員）「整備」という言葉の中には、「整理」も含まれるのか。たくさ
んあるのを減らしていくということを、考えているのか。
（相川委員）分野別で議論することになる。
（村山委員)行政情報の発信と、情報を活発化させる施策をマニフェストするの
かどうか。ここの分野を建設部門が担当することになっているので、交通だけ
で、情報インフラ整備とつながっていないと思う。
（事務局）現在ある手段を使って市民に情報発信していこうというのはある
が、新しいしくみはない。
（村山委員）ということは電車や道路等限定なら、「交通インフラ」とすべ
き。
（相川委員）1つは、今の分野別の柱のとおりにシンプルに書くという方法。た
だし、情報インフラの整備が観光などにも結構大事なので、後半もう一本柱を
設けるということもあるのでは。活性化のところでは情報のことが書かれてい
ない。
（谷村委員）再生計画P103.の政策となっている。現状は道路交通や列車交通が
メイン。情報の話が出てこない。市民が見れば、P11の政策がここにあると考え
る。情報について書き込むか、「情報」という言葉を削除すべき。

事務局

－

- 11

5② 市川委員 基本政策　２活力 意見

（鈴木委員）県議会を傍聴したが、県内ではWiFiのフリーゾーンが極端に少な
いという話だった。インターネットに疎いままでは取り残される。対応できる
ような文章にすべき。
（相川委員）今から書き込めるか。
（辻上副市長）地域活性化の内容だが、今のところ市の内部ではない議論。今
後の検討課題だが、施策としてかけるかというと今はつらい。
（武田委員）情報の発信やネットワークはどの分野でも常識。あえて書かなく
てもいいのではないか。
（村山委員）本文の中にあるので、分野別に施策がいるのでは。
事務局）基本構想は10年計画。3年の再生計画になくても書いておかないと、第
２次に反映できない。
（市川委員）情報もインフラとして捉えて、「市内外のインフラ整備」として
おいてはどうか。
（福田委員）情報インフラの話だけではなくても、人にくっついてくる情報も
ある。交流をすれば。社会基盤としてのネットワークもある程度ある中で、あ
たらしいものに興味をもったり、勉強したりということも含めて解釈できる。
（村山委員）本文にあるので、施策としてはこのままで紐づいているので。
（松崎会長）原案のとおり「市内外の交通インフラ整備により、人・モノ・情
報の流れが活発なまちづくり。」とする。

事務局

－

- 11

6 相川委員
基本政策　３人・地
域づくり

P12.高齢者の活躍の部分で「これまで以上に」でいいか。
（武田委員）これを取り除く。
（松崎会長）「これまで以上に」を取る

事務局

【基本構想修正済み】
「取り組みを持続していくためには、これまで以
上に高齢者に活躍していただきながら～」⇒「取
り組みを持続していくためには、高齢者に活躍し
ていただきながら～」に修正。

要 12
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番号 委員名 該当箇所
意見
種別

ご　　　　意　　　　見 担当所属等 対　　　　応　　　　案
修正

検討要否
該当頁

7 堀川委員 基本政策まとめ部分 意見

P13.「本市の規模」は、外見的な大きさではなく、内容も含めた解釈でよい
か。
「集中と適正化」、我々は「選択と集中」のほうがなじむが、別の意味か。
（事務局）本市の持つ市政の中身についても含めて考えている。
（鈴木委員）議会からの差別的な表現との指摘。少しびっくりしたが。
（福田委員）県でも5～6年前から「身の丈」を使っている。県議会からの指摘
は無い。
（武田委員）「身の丈」が差別用語だとか、誰も言っていないのに新たな解釈
を出してはいけない。
（堀川委員）県にあわせましょう。
（相川委員）集中と選択だと、選択されなかったところは、というマイナスイ
メージがある。
（堀川委員）適正化は。
（相川委員）適正かどうかを決めるのは議会。この審議会でどこまでいえるの
か。
（武田委員）現実は厳しいが、ここではやわらかく適正化としておいてはどう
か。
（中森委員）「本市に応じた」でどうか。
（武田委員）言いたいことが消えてしまう。
（相川委員）これから人口減少もあり、分相応という内容が入らないと、バラ
色計画指向の人にとっては伝わらない。
（松崎会長）「身の丈に合った」の方がよい、「集中と選択」よりも「適正
化」を採用したい。

事務局

【基本構想修正済み】
「このため、生活の質を維持・向上できる本市の
規模に応じたまちの機能へ、集中・適正化してい
くとともに～」⇒「このため、生活の質を維持・
向上できる「身の丈に合った」まちの機能へ、集
中・適正化していくとともに～」に修正。

要 13
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番号 分野 委員名
意見
種別

ご　　　　意　　　　見 担当所属等
対応
区分

対　　　　応　　　　案
修正

検討要否
該当頁

1 観光・農林業 宮嵜委員 意見

P12.「観光・農林業」だが、観光と農林業の連携が希薄。観光と農
林業を連携させるしくみとして着地型観光が書かれているが、内容
が薄くあまり見えてこなかった。
（村山委員）具体的に施策を進める課題もあると思うが、横断的な
プロジェクトが立ち上がるのか。バラバラで時々つながるのか。
（尾登農山村振興監）
ご指摘のとおりと感じている。おっしゃっていただくことよくわか
る。事務事業に結びつけるところがまだまだ見づらい。着地型観光
について、中心市街地だけではなく農村部とも結びつけたもの。具
体的に何をするのか現時点では見えづらい。現在庁内で組織的にプ
ロジェクトを組むというのは現在は無いが、重点プロジェクトとい
うからには必要はあると考えている。

観光戦略課
農林振興課

回答

【再生計画修正済み】
3年間で目指す成果を修正。
●伊賀市全体で着地型観光1を進め、観光入込客の増加
を図ります。
●伊賀市のファンを増やし、市民も故郷の良さを再発
見できるように情報を発信します。
●農林業における多様な担い手の育成・確保に努め、
地産地消を推進します。
●間伐等森林の整備に努めます。
●森林の持つ多面的機能の増進や、木質バイオマス利
用を進めます。
取組内容①と②の入れ替え
取組内容①②に「市街地や周辺農村部」「受け入れ側
のおもてなしの心の醸成」「観光関係や農林業関係な
どの団体と連携した情報発信」等の視点を追記。

要 12～14

2 観光・農林業 中森委員 質問

国も減反政策を大きく転換するのだから、それに対してどのような
計画を市としてもっているのか。ここに入っているか。
（村山委員）部会での議論では、観光・農林業連携プロジェクトは
伊賀ブランドでなどにより活性化して支えて行こうということなの
で、このプロジェクト自体がその答えではないかということだっ
た。
（中森委員）中身を具体的に書き込んでもらわないとわからない。
（相川委員）具体的にかけることがあれば、事務局にお願いした
い。
（市川委員）国の政策としても「人・農地プラン」がベースになる
ということ。各地域で作成し、農地の集積などが出てくると思う。
まずそれを進めるということがここにも書かれている。どこまで、
というのが鍵になると思うが、ここに含まれるということではない
か。
（中森委員）早急に議論してプランに盛り込んでもらうということ
で理解しておく。

農林振興課
回答
済

国策である生産調整が5年後に廃止されるという話は出
てきているが、転作がなくなってたちまちどうなるか
今のところ具体的に言うのは難しいが、一つ「人・農
地プラン」がでてきた。国策はそうとして、地域の中
で何とか考えていってもらわないといけない。その中
で出てきたのが観光と農林業の連携。それが計画の本
筋。意見として伺っておきます。転作については別に
転作協議会があり意思決定しているので、ここで具体
的には記載しにくい。 否 12～

第９回審議会意見・対応一覧　（（仮称）再生計画　重点プロジェクト）
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番号 分野 委員名
意見
種別

ご　　　　意　　　　見 担当所属等
対応
区分

対　　　　応　　　　案
修正

検討要否
該当頁

3 観光・農林業 谷村委員 意見 観光戦略課 回答

【再生計画修正済み】

1の対応案に準ずる。

要 12～14

P12.「おもてなし」全部市民に投げてしまい、勝手にやりなはれ、
なのか、何か行政がお手伝いしてくれるのか。悪くみればそう取れ
る。
（宮嵜委員）言われて見ればそう取る人がいるのかなと思うが、そ
れぞれの主体の役割についても問いかけており、そこだけ「市民一
人ひとり」と採り上げなくてもいいのでは。
（谷村委員）観光にある程度携わっている人はいいが、そうでない
人にとっては情報が無く魅力に気付かない。伊賀市のよさはどこに
あるのか、とう疑問すら持てない。それが、おもてなしにつながら
ない要素ではないか。
（宮嵜委員）現状は全くそのとおり。打開策として、着地型観光を
やっていこうということ。住んでいるものが価値をわからないとい
けない。それが成功の鍵。第一歩。
（相川委員）P13の書きぶりがこれでいいか。まず市民が地域のいい
ところを発見することが要るので、外への発信は観光協会等だと思
うが、市民同士の情報交流がどこかに入らないといけないのではな
いか。東京に向けてパンフレットを出すようなものは具体的だが、
それがない。
（谷村委員）市の中に対してもPRしないといけない。外から来た人
と、お迎えする人とでかみ合わずすれ違ってしまう。
（村山委員）部門ごとに議論したことも重点プロジェクトに還元す
ると、中心市街地でマルシェをやるなどもそうだが、市内の地域間
交流も当然出てくる。分野別の3-1、3-2、3-3、3-4あたりがもう少
し連携するような書きぶりにならないか。各担当部局の問題も出て
くるのかなとは思うが、重点プロジェクトにもう一声手が入らない
といいのではと思う。
（松崎会長）市内向けのPR、連携を感じさせるように事務局に修正
をお願いしたい。
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番号 分野 委員名 該当箇所
意見
種別

ご　　　　意　　　　見 担当所属等
対応
区分

対　　　　応　　　　案
修正

検討要否
該当頁

1
健康
福祉

武田委員 1 - 1 - 4 成果指標 意見

P26成果指標として、指標名「歯周病罹患率80％を60％に下げ
る」、「指標の説明「歯周病罹患率を下げます」、おそらく現状
値「80～100％」、目標値「60～70％」とすべき。成人歯科検診
という制度があり把握できるはず。

健康推進課 回答

【再生計画修正済み】
成果指標に「歯周疾患検診要精密検査・
要指導者率」を追加。現状値82.8％、目
標値75.0％とする。

要 25

2
健康
福祉

中森委員 1 - 1 - 7 現状と課題 意見 保健年金課 回答

【再生計画修正済み】
「～子ども、障がい者等に対する福祉施
策を踏まえた福祉医療助成制度が必要で
す」⇒「～子ども、障がい者等に対する
福祉施策を踏まえた福祉医療助成制度の
推進が必要です」

要 29

施策番号等

第９回審議会意見・対応一覧　（（仮称）再生計画　分野別計画・計画の推進）

P30.「あり方の検討」を消しているが、全国的にも医療費負担が
増えてきており、全額補助するような助成制度自体に無理があ
り、「あり方の検討」が必要ではないか。
（清水社会福祉調整監）扶助費の推移の表があるが、3段目まで
は県制度を基に市も負担するというような制度であり、あり方の
検討はしない。
（福田委員）行政用語で｢あり方の検討｣は否定的な意味になる。
市としては、推進するということなので、表現を変えてはどうか
と提案した。財政負担が苦しい中でも、健康・医療については推
進していくことが必要だという市の判断だと思う。
（中森委員）赤字が増えていく状況の中では、事実をみつめて、
福祉にばかりお金を使っているというのは検討の時期だと思う。
（坂本委員）何でも削っていくということに聞こえるが、行政課
題の中で、重点化するものは強化し、削減できるところは削減す
る。それが、この総合計画の基本の考え方として議論してきたの
ではないか。
（中森委員）減らせるところは減らすように検討していく必要が
あるということ。財政をよくするために市民として協力すべき。
要求ばかりではいけないという意味で発言した。
（相川委員）予防医学的なことはP22の1や2や3にも入っていて、
不養生を肯定しているのではない。それを踏まえると、ここはこ
のままでいいのではないか。
（中森委員）検討すべきということ。どこまで補助したらいいの
か。全額したらそれはいいだろうが、赤字の市町村に住んでい
て、税金も払っていない一部の人に助成する制度は考えていかな
いといけない。
（松崎会長）「医療制度の検討が必要です」とするということ
か。
（福田委員）自己負担を求める等、見直すのかというと、伊賀市
は推進するということだった。この部分を「あり方の検討」とす
ると、施策の方向が合わなくなってしまい、全て変えないといけ
ない。
（松崎会長）中森委員の意見も踏まえて、表現を検討してもらい
たい。

6 



番号 分野 委員名 該当箇所
意見
種別

ご　　　　意　　　　見 担当所属等
対応
区分

対　　　　応　　　　案
修正

検討要否
該当頁施策番号等

3
生活
環境

相川委員 2 - 1 - 2 施策全般 意見

P50.全国的な問題点。災害時要援護者対策が、「避難行動要支援
者名簿」になったことで、漏れた視点がある。災害時要援護者と
いうと、乳幼児、妊産婦、外国人、精神障害なども広く含んでい
たが、重度障害者など避難できない人をとりあえず連れて行くと
いうことに矮小化してしまった。また、事前のケアや避難所での
ケアが抜け落ちて矮小化されている。従来の広い定義で出来るよ
うに何か書き込む必要があるのではないか。検討してほしい。時
間をもらえれば対案を出したい。

総合危機管理
室

回答

【再生計画修正済み】
施策名称「災害時に援護を必要とする市
民を救済する体制づくり」⇒「災害時に
援護や配慮が必要な人たちを支援する体
制づくり」に修正。
再生の視点「高齢者や障がい者など自力
で情報を得ることや避難することが困難
な方に対して、地域で援助を行うため、
援助が必要な方を登載した避難行動要支
援者名簿の充実を図ります。」⇒「高齢
者や障がい者など自力で情報を得ること
や避難することが難しい人、避難生活に
困難をかかえる人の生命を守るため、災
害の発生前、発生後を通じた自助、共助
の体制づくりを進めます。特に避難行動
要支援者名簿を充実させ、それを活用し
た地域での防災・減災対策を推進しま
す。」に修正。

要 48

4
生活
環境

武田委員 2 - 2 - 1 再生の視点 意見

P60.「再生の視点」●の一つ目に「身近な自然環境を積極的に保
全し、生物多様性、希少動植物の保護に努めます」と入れるこ
と。
（松崎会長）事務局に検討お願いしたい。

環境政策課 回答

「希少動植物の保護」については、環境
基本計画のなかで１つの施策として記載
しており、今回の意見を反映するとなれ
ば、環境基本計画に記載されている他の
施策すべてについて記載することになる
ため、修正は考えていない。

否 57

5
生活
環境

武田委員 2 - 3 - 4 現状と課題 意見

P67.現状と課題。「また、」以降は、過大な想定に基づいており
おかしい。人口減少の傾向の中、水道事業のみ例外的に拡大して
いる。「また～新たな水源の確保が必要です」は今まで水道部か
ら提示されたデータではかなり難しい。削除したほうがいい。
（相川委員）再生の視点にはかいていない。現状と課題にどこま
で書くか。前計画では川上ダムしかない書き方だが、今回は、人
口が減っていることを前提に、それ以外の選択肢もあるというこ
とで、ギリギリセーフなのではないか。
（武田委員）問題は、「安定性を欠いている」ということはなく
水源として安定しているということ、計算上は「新たな水源の確
保」は不要だということ。
（その他の意見は省略）

水道総務課 回答

【再生計画修正済み】
「日本の人口推移が、少子化傾向から減
少に転じ、水需要も減少傾向が見込まれ
ます。それに伴い、伊賀市水道事業基本
計画の水需要予測と実績値との間に誤差
が生じてきているため、計画の見直しを
行います。また、本市の水源については
木津川の暫定豊水水利権を含む表流水、
伏流水、地下水に頼っていますが、ゆめ
が丘浄水場の暫定豊水水利権は権利の存
続性の面でも安定性を欠いているため、
川上ダムもしくはそれに代わる新たな水
源の確保が必要です。」
⇒また以降を削除。

要 64

6
生活
環境

中森委員 2 - 3 - 6 活動指標 意見

P69.生活排水。合併浄化層の普及率を載せていただきたい。進捗
にバラつきがある。申請件数だけでなく整備の現状を載せて、対
策をしていただきたい。
（北山建設部長）一つの手法として合併浄化槽があるが、それ以
外のエリアについては、一定の住民の合意がないと事業が出来な
いので、総件数については合併以前を含めるのは難しいが、それ
以降の補助件数を出すことは出来るかもしれない。新築や立替な
ど難しい部分もあるがある程度件数は出せる。

下水道課 回答

【再生計画修正済み】
伊賀市合併後の合併処理浄化槽設置補助
の総申請件数を計上。

要 67
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7
産業
交流

谷村委員 3 - 1 - 2 施策の方向 意見

P77.施策の方向。「インターネットやSNSを利用して」はおかし
い。SNSもインターネットによるものだから。

観光戦略課 回答

【再生計画修正済み】
「インターネットやＳＮＳを利用して行
います」⇒「ホームページやＳＮＳを利
用して行います」に修正。

要 75

8
産業
交流

坂本委員 3 - 2 - 1 現状と課題 意見

P78現状と課題。１行目。「取り組んできましたが、」という表
現では、もう基幹産業ではなくなったようだ。農業は伊賀市の基
幹産業ではないのか。これを読んだら、農業をしている人は、も
うやっても仕方が無いのだなという気になる。小規模の米作り、
野菜作りは続いている。その努力が伊賀の産業や食の安全を支え
ている。それが伊賀市の産業の裾野。だからこそブランドが生ま
れ、6次産業も生まれる。愛田の日野菜漬けは以前から日野菜を
作ってきたからであって、ある日さあ日野菜漬けを作りなさいと
いっても出来ない。
（松崎会長）この意見を反映できたらお願いしたい。
（村山委員）P78の中ほどに、「地域の農産物や資源を活用し
た」とあるので、ここに、それぞれの営みが入るような表現にし
ていただければいい。

農林振興課 回答

【再生計画修正済み】
「しかしながら近年においては、農業者
の高齢化と後継者、担い手の不足、荒廃
農地の増加など様々な課題から、地域の
活力が著しく低下し、農地を維持してい
くのも困難な地域が増えています。」と
修正。また地域の農産物についても「先
人から受け継がれてきた地域の農産物や
資源を活用した」と修正。

要 76

9
産業
交流

市川委員 3 - 2 - 1 成果指標 意見

P79.人農地プランの集落カバー率。３年間で２４集落。このペー
スでいくと２０年ぐらいかかる。重点施策にもなっているが、目
標値が低い。それでいいのか。
（尾登農山村調整監）目標値が低いということだが、ベースとな
る192が農業集落数。再度精査して、上げられれば上げたい。

農林振興課 回答

【再生計画修正済み】
現状値「16/192」⇒「18/195」に、目標
値「40/192」⇒「120/195」にそれぞれ
修正。 要 77

10
産業
交流

谷村委員 3 - 3 - 1 成果指標 意見

P82この「１中心市街地の魅力を発掘し、市内外へ発信する体制
づくり」という項目名に対して、成果指標が「歩行者・自転車通
行量」というのはおかしい。この指標は「２商業・文化の交流拠
点となる中心市街地の再生」の成果指標として、P84の「小売年
間販売額」の下に載せるべき。「発信」の成果指標は別途設定し
てほしい。
（相川委員）施策の方向に、賑わいに関する文言がないと合わな
い。
（谷村委員）ここでは、これだけ発掘して、これだけ発信したと
いう指標でないといけない。パンフレットを何部発信したとか。
「にぎわい」というのは、3-3全体の話だが、3-3-1ではないので
はないか。
（村山委員）中心市街地の賑わいのために発信するということで
は、いいのではないか。ただし、部会では、車で訪れる人が多い
ので、駐車場車の数をカウントしたほうがいいという意見だった
が、そこは「人」にしてほしいということだった。

中心市街地推
進課

回答
済

「3-3賑わいのあるまちづくり」という
ことでここに置きたい。

否 79

11
産業
交流

相川委員 3 - 6 - 1 施策の方向 意見

P92。コミュニティビジネス。削れと言ってない。高齢者に限ら
ず若いお母さん等、むしろ対象を増やすようにという趣旨で発言
した。文言を補って記述すべき。

商工労働課 回答

【再生計画修正済み】
「地域の課題を身近に感じ、人的なつな
がりを形成しながら多様な経験や知恵を
活かし、地域を支えるコミュニティビジ
ネスの新たな担い手として、高齢者や若
い子育て世代などが主体となる活動を促
進します。」を追記。

要 89
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12
産業
交流

相川委員 3 - 6 - 2 再生の視点 意見

P93.コミュニティビジネスは別にNPO法人になるわけではないの
で、NPO法人化ではなく、法人化の支援とすべき。

市民活動推進
課

回答

【再生計画修正済み】
「市民活動支援センターが、コミュニ
ティビジネス支援、ＮＰＯ法人化の支援
を行うため～」⇒「市民活動支援セン
ターが、コミュニティビジネス支援、法
人化の支援を行うため～」に修正。

要 90

13
生活
基盤

中森委員 4 - 2 - 1 施策全般 意見

P106.「道路環境の維持向上」も大事だが、莫大な費用が係る。
必要の無い道路は見直して、維持だけではなく、整備状況を下げ
るということも考えるのが大事。費用倹約という意味でも十分意
含めた言葉を入れていただきたい。

建設1課・2課 回答

道路の維持管理は道路管理者の責任であ
り、常に安全に歩行者や車両が通行でき
るよう、適切に管理する必要がある。現
在も利用状況などに応じた維持管理をし
ており、車両の対向が不可能な未改良道
路や、周辺の土地の利用状況などにより
整備が必要な路線も出てくる。「費用倹
約」の意を含めた言葉を入れるとある
が、「適切な維持管理」「コストの低
減」がご指摘の意味と判断している。

否 101

14
生活
基盤

武田委員 4 - 2 - 5 施策全般 意見

P112.鉄道に関して、「各駅の駐車場の整備」「関西線、草津線
の全線の活用の提言」を入れるべき。関西線が大阪・名古屋間を
結ぶ最短距離だという優位性は変わっていない。草津線も、京
都・名古屋間の最短距離。安く行きたい人は利用する。伊賀市の
人の利用だけ何とかするというのはどうにもならない。

企画課 回答

JR関西本線の市内各駅には、市営駐車場
が既に整備されている。最短距離である
優位性については、所要時間等の利便性
を踏まえた中では、難しい問題であり、
活性化策の1つとして、今後検討。

否 106

15
教育
人権

谷村委員 5 - 1 - 2 再生の視点 意見

P120.「被害者（加害者）」すっきりしない。「被害者や加害者
に」でいいのでは。
（大橋住民生活調整監）ここでは主に被害者に対するフォローを
想定している。被害者がいれば加害者がいるということだが、加
害者に自覚がないということもある。加害者が特定できる場合が
あれば働きかける。
（相川委員）そうであれば被害者と加害者とは文章を分けないと
わからない。今の表現では双方が一緒になってしまいよくない。

人権政策・男
女共同参画課

回答

【再生計画修正済み】
「 人権侵害の被害者（加害者）に対し
て十分なフォローを行い～」⇒「 人権
侵害の被害者に対して十分なフォローを
行い～」に修正。
被害者（加害者）としていたが、ここで
は、人権侵害の被害者についての擁護、
救済を主に考えており、加害者への対応
については、人権教育、人権
啓発の観点でフォローすべきであると考
え、加害者を削除。

要 114

16
教育
人権

中森委員 5 - 3 - 1 施策全般 意見

P129.愛国教育を進めるという文言を入れること。活動目標とし
てもいれること。
（前田教育委員会事務局長）敢えて「国を愛する」ということだ
が、教育理念の中で、人を尊重し、社会に貢献するということは
当然と考えており、敢えて書くことは考えていない。
（中森委員）国でも言っているのだから書いてもおかしくない。
書いていいのでは。
（前田教育委員会事務局長）意見として伺っておきたい。

学校教育課 参考

－

- 123

17
教育
人権

谷村委員 5 - 4 - 2 再生の視点 意見

P135「デジタルアーカイブ化」一般的にはわからない。「デジタ
ル化する」ではどうか。

上野図書館 回答

【再生計画修正済み】
「貴重な歴史的郷土資料は今後も集積
し、デジタルアーカイブ化するなど活用
方法を検討します。」⇒「貴重な歴史的
郷土資料は今後も集積し、デジタル化し
て原資料を保存しながら、郷土学習への
活用と次世代への継承を図ります。」に
修正。

要 129
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18
文化

地域づ
くり

福田委員 6 - 2 - 4 成果指標 意見

P149.伊賀市史の頒布数、修復率も予算化すれば可能。活動指標
ではないか。4つも挙げるより、歴史文化を引き継ぐという内容
にふさわしいものを挙げてはどうか。P150の活動指標とを見比べ
ると、成果指標にあげている内容とインプットとアウトプットで
対になっているものを上げているようだ。いくつも並べてもマネ
ジメントできない。しぼってもいいのではないか。

文化財室 回答

【再生計画修正済み】
成果指標「『伊賀市史』の販売数」「文
化財施設への入館者数」とする。
活動指標「『伊賀市史』発巻数」「文化
財（史跡）の修復や整備の進捗率」「新
たな文化財の発見数」「伊賀国庁公有化
済面積」とする。

要 143・144

19
文化

地域づ
くり

中森委員 6 - 2 - 4 主な事業 質問

P149.国庁跡だけなぜ公有化するのか。

文化財室
回答
済

国との協議の中で保存し美化し活用すべ
きだということになった。 否 143

20
文化

地域づ
くり

相川委員 6 - 3 - 1 現状と課題 意見

P152.なぜ社協の分を消したのは何故か。
（事務局）庁内の議論で、両支援センターが同じではないのに窓
口が二つあるような書き方になっており、内容的に紛らわしいと
いうことだった。
（相川委員）市民活動支援センターの枠組みを狭く捉えすぎでは
ないか。もうちょっと政策支援的なところで、地域支援や社協と
の連携など意識してほしい。

市民活動推進
課

回答

【再生計画修正済み】
再生の視点「～多様な主体が市民活動の
支援を行う社会を目指します」⇒「～多
様な主体が協働・連携し市民活動の支援
を行う社会を目指します」に修正。
今後も社協との協働連携を図っていくの
は当然であり、社協との関係する部分を
削除したのは、社協だけと連携を図るよ
うに見られたため削除した。

要 146

21
文化

地域づ
くり

武田委員 6 - 4 - 1 現状と課題 意見

P155.5行目。住民自治協議会の問題点の抽出は上がっていない。

市民活動推進
課

回答
済

（谷村委員）自治会と住民自治協議会の
整理がここ2,3年でされた。
（大橋住民生活調整監）合併当時は自治
会と住民自治協議会と2本立てだった。
（武田委員）問題があると提言してきた
が結局書かれなかった。
（事務局）計画の推進のなかで大まかな
がら反映している。

否 149

22
計画の
推進

中森委員 施策全般 質問

公務員の倫理規定はあるかと聞いた時、無くてもいいと回答され
たことがある。

事務局
回答
済

人材育成基本方針に中では、職務遂行に
当たっての職員の能力や目指すべき職員
像を規定している。倫理規定は地公法に
規定がある。伊賀市としては服務規程は
ある。

否 163

23
計画の
推進

相川委員 主な事業 意見

P178.計画の整理統合はどういう基準での整理統合かルールが先
だと思うが、それが無く整理統合はわかりにくい。ワンクッショ
ンあったほうが信憑性がある。
（武田委員）P178.事業内容の「各種計画の整理統合」で「総合
計画の策定を契機に、従来の縦割り行政を超えた、効率的
な・・・」といれればいいのではないか。
（前川市政再生室長）計画の整理統合については、検討に入って
いる。基準として定めるのか、方針とするのかまだはっきりして
いない。一定の方針にもとづいてやらないとバラバラになってし
まうので、基準がわかるような加筆をしたい。総合計画の中で全
市的なご意見を聞いていけないかと考えているが、確定事項では
ない。
（武田委員）それを一言で言うと「従来の縦割り行政を超えた」
となると思う。

市政再生室 回答

【再生計画修正済み】
「また、審議会等や庁内会議についても
整理統合を進めます」⇒「また、
「（仮）審議会等の見直し方針」を策定
し、審議会等や庁内会議についても整理
統合を進めます」に修正。
事業内容に「体系化と」と「新たな審議
会等の設置基準を明確にします。」を追
記。 要 171

7 - 2 - 2 - 1

7 - 2 - 4 - 2
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番号 分野 委員名 該当箇所
意見
種別

ご　　　　意　　　　見 担当所属等
対応
区分

対　　　　応　　　　案
修正

検討要否
該当頁

1
文化

地域づくり
菊山委員 6 - 1 - 1 現状と課題 意見

1990（平成2）年の入国管理法の改正以降とあるが、
正確には「出入国管理及び難民認定法」ではない
か。 市民生活課 回答

出入国管理及び難民認定法（入管法）
に修正。

要 137

2
文化

地域づくり
菊山委員 6 - 1 - 1 活動指標 意見

多言語情報紙に配布（部/月）の数字だが、前回の審
議会では平成26年から2,300になって訂正していた
が、今回のは、平成26年が2,100、平成27年が2,200
となって、前の数字に戻っているのですが、どうし
てかな？と思う。

市民生活課 回答

【再生計画修正済み】
平成26,27年度を「2,300」に修正。

要 138

施策番号等

第９回審議会後の意見・対応一覧　（（仮称）再生計画　分野別計画・計画の推進）

11 



番号 分野 該当箇所 修　　正　　前 修　　正　　後 備　考 該当頁

1 医療・地域福祉3年間でめざす成果

目標数値の表 削除 当初岡波病院との調整の中では、もともと表の削
除について言及があったとのことで、現在の形で
了解をもらっているため、掲載するのであれば現
状のままとなる。しかし目指す成果として常勤医
の確保を削除していること、また市民病院の医師
確保については、取組内容②の中で、1年間に2人
の増員を目指す記述があるため、表を削除する。

7

2 観光・農林業
取組内容③④
【関連政策】

消費者とつながる元気な農林業のまちづくり 人と人とがつながる元気な農林業のまちづくり 政策名の変更による修正。

15

総合計画　（仮称）再生計画　重点プロジェクト　市修正分一覧

12



番号 分野 担当所属等 該当箇所 修　　正　　前 修　　正　　後 備　考 該当頁

1
健康
福祉

1 - 1 - 3 健康推進課 成果指標

指標の説明「市主体で実施したがん検診結果に
よる」

「市主体で実施したがん検診結果による割合」 文言の追加

24

2
生活
環境

2 - 3 - 1 清掃事業課 主な事業

事業名「廃棄物分別収集計画事業」・「廃棄物
直営収集事業」

「一般廃棄物分別収集計画事業」・「一般廃棄
物直営収集事業」

事業名の修正

61

3
教育
人権

5 - 3 - 1 学校教育課 活動指標

現状値の補足説明「H24年度末調査結果」 「H24年度末評価結果」

124

4
教育
人権

5 - 4 - 2 上野図書館 成果指標

現状値（平成25年3月）「272,700」、目標値
「273,500」

現状値（平成25年10月）「157,700」、目標値
「253,500」

数値の精査による修正

129

5
教育
人権

5 - 4 - 2 上野図書館 主な事業

事業内容の文末「サービスを行なう」「取る組
をする」

「サービスを行ないます」「取る組を行ないま
す」

文言の整理

129

6
教育
人権

5 - 3 - 4 生涯学習課 成果指標

成果指標【放課後子ども教室延べ参加児童数】
の目標値「9,000」

成果指標【放課後子ども教室延べ参加児童数】
の目標値「10,000」

数値の精査による修正

132

7
教育
人権

5 - 3 - 5 中央公民館 成果指標

成果指標【公民館施設利用回数】の目標値
「2,250」

成果指標【公民館施設利用回数】の目標値
「4,700」

数値の精査による修正

133

8
文化

地域づ
くり

6 - 4 - 3 市民活動推進課 活動指標

住民自治協議会への訪問回数
H25（4,104）、H26（8,208）、H27（17,328）、H28
（34,656）

住民自治協議会への訪問回数
H25（108）、H26（216）、H27（456）、H28（912）

数値の精査による修正

152

9
計画の
推進

企画課 施策名

広域的な連携による特色あるまちづくり 広域的ね連携による行政の運営

169

施策番号等

7 - 2 - 3 - 4

総合計画 （仮称）再生計画　分野別計画・計画の推進　市修正分一覧
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