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3否

回答済。

第10回審議会意見・対応一覧　（再生の指針）

（中森委員）Ｐ３．ムダのない財政運営。増えるところが多く、削減するところ
が少ないように感じるがどうか。財政的な裏付けがあるのか。身の丈に合ったと
いうことが必要ではないか。

（岩崎副会長）一見そう見えるところもあるが、高齢化に伴い健康の問題等、行
政が取り組むところもあるが、市民自身による健康維持などにより財政負担が減
少するということでストーリーがある。
単順位出を減らすだけなら素人でも出来るが、どこを削り、どこに重点を置くの
かが大事。住民の皆さんに責任を持っていただくことで
（中森委員）行財政改革については書かれているが、個別の計画の中では、どこ
が住民に任せるのか、あれも増やせ、これを推進しろということばかり。住民の
負担を増やすことについてもっと書いてはどうか。
（岩崎副会長）住民の負担といっても、お金の面だけではなく、ボランティア等
もある。行政がお金を出すということはこれからもある。市民の役割をこれまで
以上に重視していこうというストーリー。個別にあれを止めるこれを止めるとい
うことではない。
（相川委員）例えばＰ161で補助金をゼロベースで見直すとしている。Ｐ162では
ファシリティマネジメントなども記載がある。具体的に提案してほしい。
（中森委員）障がい者の医療費助成の件も前に発言した。
Ｐ29.推進していくということは増やすということ。赤字になってきているのに
推進するということでは、あるとき突然なくなるようなことも考えられる。段階
的に減らしていくということがなぜ考えられないのか。少なくするところはして
いくように努力することが必要ではないか。

（武田委員）福祉の部分ではそう思うかもしれないが、全体的にはかなり減って
いる。巨大開発はほとんど消えている。福祉は必要なので、削るところは削り、
増やすところは増やす、ちゃんとやっている計画だと思う

意見ムダのない財政運営中森委員1

資料：１ 
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番号 分野 委員名
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ご　　　　意　　　　見 担当所属等
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対　　　　応　　　　案
修正

検討要否
該当頁

1 観光・農林業 村山委員 意見

（村山委員）観光農林業の連携の形がもう少しでないかというとこ
ろで、着地型観光で少し出した形になっているが、伊賀の強みは観
光・農林業で生きてくという意思表明。逆にファンを作らないとい
けないし、農林業がないと伊賀市の産業が成り立たない。６次産業
化や人・農地プランも形は出しているが、答えを持っていないな
ら、答えを作り出すプロジェクトで無いといけない。人・農地プラ
ンは伊賀市がすすめることになっているが、どんなものかみえな
い。プランが実効性が担保されたようなものが無いといけない。し
くみ。チェック機能。Ｐ15地域での説明かを行うというが、法的な
しくみの話になりがち。戦略的にこういう風に持っていこうという
ものが必要ではないか。
（岩崎副会長）Ｐ77の表現をＰ15にどう活かすか
（相川委員）個々の地域の計画を作るということもそうだが、伊賀
市としてどうかということ。
（村山委員）お金が廻るしくみの担保に踏み込みたい。
（松崎会長）事務局に任せる。

農村振興課 回答

人・農地プランは市が策定する事となっている。策定
した後も市が地域に関わり、地域のみで考えるのでは
なく、市も共に考え、農地等の管理をしていくという
事で記載している。
いただいたご意見を参考に、プラン作成を進めます。

否 15

第10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 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

坂本委員
武田委員

1 - 1 - 1 再生の視点 意見

（坂本委員）自殺者への駆け込み寺的な体制が必要ではないかと
いう意見があった。
包括ケアシステムのところで支援、相談、地域の課題を掘り起こ
すのに加え、駆け込み寺的な機能が必要ではないか。
（松崎会長）包括ケアシステムの図は厚労省そのままではないか
という指摘があったが、伊賀市独自の計画の中ではそういった機
能も検討してもらいたい。

（武田委員）
Ｐ9.「・・行目に「心のケア」を加える。包括ケアシステムに入
れるといっても、まだ何もできていないので無理だとおもう。 健康推進課 回答

国の自殺総合対策大綱は、平成24年8
月、初めて全体的な見直しが行われ、具
体的施策として、「若年層向けの対策」
や、「自殺未遂者向けの対策を充実する
こと」、「国、地方公共団体、関係団体
及び民間団体等の取組相互の連携・協力
を推進すること」を掲げています。自殺
予防対策は、市としても重要な課題の一
つであると認識しています。しかしなが
ら市単独で24時間体制の精神専門の相談
体制の構築は困難です。このため「1-1-
1　市民主体の健康づくり活動を支援す
る体制づくり」の再生の視点に掲げたよ
うに精神（こころ）の健康も官民一体と
なって推進するものであると考えてお
り、この施策に該当すると考えていま
す。個々の対策については、「伊賀市健
康21（第2次）計画」の見直しなどで対
応していきます。

否 21

2
生活
環境

平井委員 2 - 1 - 4
現状と課題
再生の視点
施策の方向

意見

（平井委員）消防体制で成果指標では、消防水利の充足率が上
がっているが、現状と課題に記述が無いのはどうか。課題として
明示してほしい。

消防総務課
消防総務課

回答

（現状と課題）
「消防車両等の計画的な更新を行う必要
があります。」⇒「消防水利の整備と消
防車両等の更新を計画的に行う必要があ
ります。」
（再生の視点）・（施策の方向）
「消防水利の整備と消防車両等の更新を
計画的に行います。」

要 50

3 2 - 2 - 1 再生の視点 意見

（武田委員）Ｐ57.再生の視点。「・・・環境保全意識の高揚や
啓発を進め、生物の多様性と希少動植物、身近な自然環
境・・・」とする。

環境政策課 回答

第９回審議会でのご意見に対する回答で
も、環境基本計画の１つの施策であるた
め、再生計画の内容を修正することは考
えていないと回答しました。
環境政策課は、各担当課における環境基
本計画に基づく、基本目標や環境目標、
各種施策の進捗管理を行なっています。
郷土の恵まれた自然の保全や身近な々、
水辺の保全・景観の保全等々も１つの環
境目標となっており、「希少な動植物の
保護」は施策の１つです。
このため、あえて１つの施策を特出しし
た再生計画の修正は考えていませんし、
計画期間のある環境基本計画の変更もあ
りません。

否 57

施策番号等

第10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）
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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
該当頁施策番号等

4 村山委員 3 - 2 - 1 施策の方向 意見

（村山委員）Ｐ77.人農地プラン。名張市だと市全体で作成する
とのこと。伊賀市では集落ごとだと、外部からの就農者には参入
できない縛りが出来る。そこの配慮が出来ないか。

農村整備課 回答

人・農地プランは市が策定する事となっ
ている。策定した後も市が地域に関わ
り、地域のみで考えるのではなく、市も
共に考え、農地等の管理をしていくとい
う事で記載している。
いただいたご意見を参考に、プラン作成
を進めます。

否 76

5
文化
地域づ
くり

谷村委員 6 - 2 - 4 主な事業 意見

地域の伝統行事をどう扱っているのかと見ると、重点プロジェク
トにも、産業交流にも、文化にも上がっている。
Ｐ13では、伝統行事を地域資源を観光商品へ、Ｐ73積極的に活用
する。Ｐ142では、「民俗文化財の保存伝承に努めます。」とあ
るが、事業が何も書いていない。保存・継承できなければ観光商
品化も何も出来ない。後期計画Ｐ158では、主な自事業に「だん
じり巡行、鬼行列他地域伝統行事事業」が書いているが、今回は
なくなってしまった。上野天神祭を抱えている町では、県市の支
援があってやっていける。この支援が今後も続くのか、事業が何
も書いていないので安心できない。Ｐ142に伝統行事を支援する
事業という文言を入れてほしい。今は学術的な事業だけ。

文化財室 回答

　国指定重要無形民俗文化財「上野天神
祭のダンジリ行事」は「現状と課題」の
文化財件数に含まれ、「再生の視点」で
は「民俗文化財の保存･伝承に努めま
す」中に、「施策の方向」では「文化財
の保存、伝承ならびに活用に努めま
す」、「主な事業」では「文化財調査・
保存事業」に含まれていますのでご理解
ください。

否 142

6 谷村委員 6 - 4 - 1
成果指標
活動指標

意見

（谷村委員）Ｐ150.成果指標に「地域活動支援補助金交付事業
（協働促進支援）応募件数」、活動指標に「地域活動支援補助金
交付事業応募件数」、Ｐ151に成果指標「地域活動支援事業の協
働事業ができた件数（件）」、活動指標に「地域活動支援事業の
行政の公募件数（件）」とある。同じ地域活動支援補助金事業の
中のメニューなのだとよく読めばわかるが、市民にとってはわか
りにくい。書き方を工夫したほうがいいのではないか。

市民活動推進
課

回答

ご指摘のとおり、同一補助金に関する指
標設定のため、指標名が類似しています
が、支援先団体の必要な状況に応じてメ
ニューを設定しており、それぞれ別の内
容を示しています。施策の成果等を計る
適切な指標と考えていますのでご理解く
ださい。

否 148
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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 生活環境 武田委員 2 - 2 - 1 再生の視点 意見

第１０回審議会資料１　第９回審議会意見・対応一
覧について

　４の対応案で「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。」とのことですが、別に既にある環境基本計画
を変えよという意味ではないので、「生物多様性と
希少動植物の保護」の文言を入れる程度は問題ない
と思われます。また、新に、環境基本計画もこの総
合計画に合わせて修正するということなら、入れる
べき箇所は少ないので、ぜひとも入れるべき文言で
あると考えられます。

環境政策課 回答

第９回審議会でのご意見に対する回答
でも、環境基本計画の１つの施策であ
るため、再生計画の内容を修正するこ
とは考えていないと回答しました。
環境政策課は、各担当課における環境
基本計画に基づく、基本目標や環境目
標、各種施策の進捗管理を行なってい
ます。
郷土の恵まれた自然の保全や身近
な々、水辺の保全・景観の保全等々も
１つの環境目標となっており、「希少
な動植物の保護」は施策の１つです。
このため、あえて１つの施策を特出し
した再生計画の修正は考えていません
し、計画期間のある環境基本計画の変
更もありません。

否 57

施策番号等

第10回審議会後の意見・対応一覧　（（仮称）再生計画　分野別計画）
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