
番号 分野 発言者
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 全般 質問

変動する伊賀市の人口変動（特に年少人口・生産年齢人口の減少、老年人口の増加）
に対処することが重点プログラムに位置づいていないのはなぜでしょうか？基本構想
のパブコメで、医療や地域福祉・観光・農業等の再生に関しては長期的視野に立っ
て、人口変動に対処することが大前提だということを意見させていただきました。減
少する人口、転出超過の実態、生産年齢人口減少による税収減少に歯止めをかけられ
ていないなかで、平成42年には伊賀市人口が79,913人にまで減少する試算が基本構想
答申案で記載されています。伊賀市のあらゆる計画の大元となる本計画において、こ
うした人口変動に対処することが前提となり、次いで重点プログラムの具体化が実現
可能になってくると考えます。市長の所信表明でも「ISO26000」について触れられて
いましたが、本当に重点プログラムは実現可能なのでしょうか？可能であるとするな
らば、先進事例なども含め、人口減少に対処できている自治体の事例など、参考にさ
れたものがあれば教えてください。本中間案を見ていると、「ムダのない財政運営」
について３ページで触れられていますが、一市民として、10年後、20年後の伊賀市の
財政や人口変動、そこから影響をなす医療・福祉・雇用・教育などが現在よりも厳し
い状況下におかれ、こうした財政難を理由に市民サービスが次々と削減され、結局は
末端の市民が最も被害を被るように思います。旧上野市が財政再建団体となった反省
を再確認し、ISO26000に基づいた「持続可能な伊賀市」の実現のため、現時点での課
題だけでなく、明確な人口変動への対処のための政策を謳われるべきだと思います
が、ご意見をお聞かせください。

企画課 回答

【基本構想・再生計画修正済】
基本構想に「社会的責任を果たし」、（仮称）再生計画　再生の指針
内に「人権・環境などの側面や公平・公正な組織運営にかかわる社会
的責任を認識しながら」の文言を追記。

それぞれに、社会的責任についての脚注を付ける。
「社会的責任：かつては、企業の社会的責任（CSR）が注目されてい
たが、持続可能な社会の実現のためには、企業に限らず、あらゆる組
織や個人が、社会や地域を意識し、責任ある行動をすべきであるとい
う考えから、単に「社会的責任」と言われるようになった。社会的責
任に関する国際規格として、国際標準化機構（ISO）が2010年11月に
発行したISO26000があり、この中で「社会的責任の７原則」や「社会
的責任の７つの中核主題」などが規定されている。」

要 3

2 全般 意見

「医療・地域福祉連携プロジェクト」と「観光・農林業連携プロジェクト」の二項
目が重点プロジェクトとして列記されていますが、三年間の期間について各年度のス
テップスケジュ－ルもなければ各年度、三年後の目標値も表記されていません。タイ
ムスケジュ－ルの無いもの、目標値の無いものはプロジェクトとは言わないのでタイ
ムスケジュ－ルと目標値を表記すべきと考えます。 事務局

（企画課）
回答

本計画の「重点プロジェクト」につきましては、まず各分野別計画に
おいて、個々の「現状と課題」「再生の視点」「施策の方向」「成果
指標」「主な事業」「活動指標」を整理した上で、特に３年で成果を
示すべき課題・施策を横断的に抽出・再編して示しているものである
ため、ご指摘にありますタイムスケジュールと目標値については、各
分野別計画の中で示しております。

否 5～15

3 全般 意見

重点プロジェクトに追加すべきもの
　東南海地震発生が予想されるため、「市民一人一人が自覚する安全、安心の確保と
防災・減災への取組み」が重要である。

（理由）
東南海地震の発生への対応は、阪神淡路大震災、東日本大地震の例から最重要課題で
ある。
住民自治協議会は、八幡地区にはない。震災発生時の対応は、市職員が一斉に多方
面、多分野に対応せざるを得ないことから、住民自治協議会が中心になって市民一人
一人が自身で対処する、自身で出来ない者には近隣者が相互に扶助しあわなければな
らない。
防災・減災については、市民意識の涵養と関係各部の連携、関係機関との連携が必
要。特に後者については、河川掘削は、国、県の所管であるが、ダム建設云々の前に
行わなければならないので、声を大にして国、県に働きかけてほしい（県が河道を整
備しておけば、台風18号（昨年９月16日）による国道422号線崩壊事故はなかった
筈）。ため池の地震による崩壊による下流住民の死亡事故は東日本大震災で発生して
いるので、万全を期してほしい。台風時の停電により排水ポンプ（集落排水を含む）
が動かなかった事例は、見通しが甘かった証拠である。
災害復旧のために後でお金をかけるより、防災、減災対策に知恵とお金を出すことの
方が重要。とりわけ、知恵を出すことについては経費を伴わないため、役所の縦割り
行政を解消して対応して欲しい。

事務局
（企画課）

回答

ご提案にあります東南海地震等を睨んだ防災・減災取り組みにつきま
しては、ご指摘のとおり非常に重要な市の施策であり、本計画では分
野別計画「2生活・環境」分野の冒頭に示しているところです。
ただし、本計画における「重点プロジェクト」は、市長の掲げる市政
の重要施策の中で、厳しい財政状況の下、特に市長の任期中に具体的
な成果をめざすもの、という位置付けの中で、現在の２つのプロジェ
クトを示すこととしており、重要な施策を全て列挙するものではあり
ません。
とりわけ防災・減災対策につきましては、いつ発生するかわからない
災害に備えて、早急な対策が求められる一方で、市内外の住民、地
域、各団体、関係機関等との連携・協力の体制の中で将来に亘って不
断の取り組みを要するもので、３年間での成果に特化して施策をまと
める「重点プロジェクト」には適していないと考えます。

否 5～15

第2次総合計画　（仮称）再生計画中間案　重点プロジェクト　パブリックコメント意見及びその対応一覧
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番号 分野 発言者 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

1 - 1 - 2 施策の方向 意見

23ページ。２、市民一人ひとりが健康で健やかに暮らせる環境づくり
施策の方向内容の中へ、市民への食育が必須と思います。
食育については42ページに触れられているだけである。
生活習慣病等、要因に食事バランスの関与が大きく、乳幼児期から学童期、青年
期、高齢期まで途切れない食支援は必須である。
介護予防事業の施策の中に栄養改善事業があるにも関わらず、なぜ、36ページ主
な事業内容に触れられていないのか？
要介護状態にならない、寝たきりにならないためには、まず口から食べることが
先決である。栄養なくして運動はできません。食支援の在り方は、災害等の危機
管理においても重要であると思います。

健康推進課 回答

食育基本法は、食を通じて、すべての国民が心身
の健康を確保し、生涯にわたって生き生きと暮ら
すことができるよう制定された法律です。同法の
前文に「子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、
生きる力を身に付けていくためには、何よりも
「食」が重要である。」と謳われており、「1-3-2
乳幼児期から生育・食育を含めた知識の普及と途
切れのない子育て支援の体制づくり」に施策とし
て挙げました。「1-1-2　市民一人ひとりが健康で
健やかに暮らせる環境づくり」の再生の視点に挙
げました「住民自治協議会等との連携や出前講座
の見直し」で市民へ「食」対する意識付けをして
いきたいと考えています。また個々の対策につい
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 23

2
健康
福祉

1 - 2 - 1 全般 質問

これから人口減少への対処が最大の課題となるなかで、当然ながら、現行の税収
では現状の市民サービスを維持することが今まで以上に困難となる事態が予想さ
れます。全国の財政難を抱える自治体が真似事をするかのように、職員数と給与
や手当ての削減、都市部集中型行政、公共施設等の民営化が進められており、伊
賀市においても同様に進められております。こうした取組はすでに市民に悪影響
を及ぼし待機児童問題、医療問題等で市民は大きな不安を抱え、特に子どもやそ
の親、高齢者が真っ先に厳しい状況下におかれています。今後、さらに高齢化が
進み、高齢福祉をはじめとする市民への福祉サービスにさらなる悪影響が出てく
ることが懸念されます。
　伊賀市では生活保護受給者が700世帯を超え、政府が制度の見直しにも踏み切ろ
うとしているなか、社会的弱者が今後より一層厳しい状況下に置かれてしまうこ
とが予想され、伊賀市は財政難であるからこそ、今後、福祉の対象者をいかに少
なくし、支出をおさえることができるかが重要となってくるかと考えます。現行
の福祉サービス対象者、特に生活保護受給者・世帯に対しては、最低限度の生活
を送ることを保障し、自立を助長することが生活保護法の目的であるなかで、傷
病をのぞいた労働収入の減少や喪失・年金収入の低い状態や無年金な状態におか
れた受給世帯の次の世代である子どもたちに、同じような生活保護を受給するこ
となく、安定した生活を送るための基盤を保育・教育のなかで力をつけていくこ
と、厳しい生活の世代間転移を断ち切るための政策が極めて重要になると考えま
す。こうしたことを部落解放同盟は一早く社会に訴え、部落住民の生活実態だけ
でなく、厳しい生活を余儀なくされているすべての市民の生活が安定するため
に、解放保育・同和教育という取組を保育・学校に求め、着実な成果をもたらし
てきました。福祉サービスにおける支出削減のためにも中長期的視野に立って、
こうした次の世代に厳しい生活を連鎖させないことが詳細は福祉にかかる計画で
謳われていけばよいと思いますが、根幹となる本計画ではっきりと謳っておく必
要があると思いますが、謳う必要はないのでしょうか？

介護高齢福祉課
厚生保護課

回答

 平成２６年度から実施する「新しい福祉総合相談
体制のしくみ」では、市民にとって身近なところ
での第１相談窓口として、地域包括支援センター
を複数設置することにより、高齢者のみならず、
分野を問わない相談支援を実施するとともに、生
活困窮者の早期発見・早期対応できる支援体制を
実践したいと考えている。
 また、相談内容が複雑化し相談者の生活全般に対
する解決策が必要となっていることから、福祉相
談調整課を設置し、庁内の連携を強化した相談支
援体制をとる中で、生活支援を行っていく。
 全国的に生活保護受給者が増加している中、国で
は生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を
図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業
やその他の支援を行うための所要の措置を講ずる
ための「生活困窮者自立支援法」（平成２７年４
月施行）を設け、同法の下、「学習支援事業」が
実施されます。
　伊賀市でも貧困の連鎖を断ち切るため、教育委
員会などと連携し、学習支援を行うことも重要と
考え、同法に基づく、施策の実施について検討し
ているところです。
 


否 31

3
生活
環境

2 - 1 - 6 全般 意見

消防団は、協力金や、酒宴など、負の遺産の根絶を目指すことを記載すべき。

消防救急課 回答

（宮本消防救急課長）消防団の協力金については
集めているところ、集めていないところ等地域に
よって様々であり、消防団が協力金を集めること
については｢伊賀市消防団の組織等に関する規則」
第11条1項（６）で、寄付の強要や義務の負担とな
る行為を禁止していることから、団長から分団長
を通して全団員に周知している。また、地区で集
めているところについては、何の制約もなく地域
の事情も有ることから行政から強制はできない。
酒宴については公費ははまったく支出しておらず
私的な事であり、消防団員として信用失墜行為が
ない限りは強制はできない。
以上のことから記載はできない。

否 52

施策番号等
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番号 分野 発言者 該当箇所
意見
種別

ご　　　　意　　　　見 担当所属等
対応
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対　　　　応　　　　案
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4
生活
環境

2 - 1 - 7
再生の視点
施策の方向

最近、伊賀市内の交差で交通事故目撃情報の看板をよく見かけるようになりまし
た。
交通事故の場合は加害者と被害者両方いると思いますが、目撃情報の看板を出し
ているということは被害者だけが警察に届けているのでしょうか？
　警察に事故一報を入れるのは人間として当たり前のことだと思います。その当
たり前のことが出来ない社会とはいったい何が有るのでしょう。
　私自身思うのは2点あります。
一点目は外国人が外国免許で運転している場合と（日本では無免許運転に相当す
る）もう一つは無免許で運転している外国人がいるということを認識しなければ
いけない。
二点目、任意で入る自動車保険は非社会組織の人は入ることが出来ないというこ
とです。
以上の二点からみても警察には届けることをしなくなり、正直者が損をするよう
な社会になりつつあるように思えてしかたがありません。
　提案としては車購入時には日本の自動車運転免許の提示の義務化と非社会組織
の人にも任意保険の加入をさせないといけない。非社会組織の人でも車を乗って
いるのが現実なのでその現実から排除はしてはいけないと考えます。
　多国籍社会になっている昨今、市職員も多国籍に対応してしていかないと犯罪
などは防ぐことは出来ないと思います。
　異文化交流といってもうわべつらではいかないと思う。相談窓口を設置して受
け身でなく積極的に職員が出向いていかないと相談しないと思います。
　最近、特に気になっていましたのでメールにて申し訳ありません。

市民生活課 回答

外国人、非社会組織にかかわらず、任意の自動車
保険への強制加入は困難であると思います。しか
し、交通事故当事者の警察への届出が義務付けら
れていることは言うまでもありません。市としま
しては、交通事故の未然防止の啓発はもちろんの
こと、届出義務があることに関しても、警察や関
係団体と連携を図りながら、今後の啓発活動に生
かしてまいりたいと思います。

否 53

5
生活
環境

2 - 1 - 9 全般 意見

　1級河川の具体的記載があるが、霊山山麓の急傾斜小河川の砂防対策も重点策に
組み入れてほしい。また、河川敷の竹薮の整備は護岸崩れの防止や土砂堆積の防
止となり重点策と思われる。

建設１課・２課 回答

・砂防指定地内の河川における土砂流出対策は、
県の事業であるため地元要望があれば働きかけて
まいります。
・一級河川では、治水上支障となる障害物等につ
いては、その状況に応じて河川管理者へ働きかけ
てまいります。

否 55

6
生活
環境

2 - 3 - 3 施策の方向 意見

さくらリサイクルセンターの可燃ゴミがＨ２６に終了するとしているが、代案と
して民間の処分場に委託するとしているが、市のコストが低いからとして安易に
契約するのではなく、市の責任で、自前で処理するのが基本ではないかと思いま
す。

清掃事業課 回答

さくらリサイクルセンターの稼動期限が平成３２
年度末となっており、廃棄物処理のあり方検討委
員会の中間答申では、将来的に名張市との広域化
処理を提案されており、広域化が実施されるま
で、一時的に民間処理を行うとしています。一時
的な処理についてはコスト面から、前倒しを検討
することも視野に入れることとしていますが、そ
の間も法に基づき市の責において一般廃棄物処理
の処理に努めてまいります。

否 63
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番号 分野 発言者 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

7
産業
交流

3 - 1 - 1 成果指標 意見

外国人観光客数についても数値目標を定めるべき。

観光戦略課 回答

伊賀市を訪れる外国人観光客の目的はほとんどが
忍者です。外国人の誘客は（一社）伊賀上野観光
協会が注力しており、伊賀流忍者博物館の入館者
の約７％が外国人です。近い将来に１０％を実現
したいと伺っていますが、市としては、まずは国
内外の観光客の受け入れ体制の整備やサインの総
合的な整備を行いたいと考えています。

否 73

8
産業
交流

3 - 1 - 1 主な事業 意見

既に市長様、中体連の皆様に、私達が応援、支援できる策として、中学生の子供
達にサッカークリニックを提供する案を提出しているものです（コンリンチャン
スＪＡＰＡＮ）。
本日は、上記等、市に対する私にできることの勉強の為に参加しました。いま、
ただちにすることは観光で、この町に人を呼び、食べもの、街並みなどを知って
もらい、伊賀以外の人にお金を払って頂くことが急務なのではないかと感じまし
た。

観光戦略課 回答

ご提案いただいた提案などを全市的、網羅的に実
施できる体制作りのため、総合計画の柱に「着地
型観光」を位置づけています。市民（NPO,自治組
織、任意団体、企業など）が企画し、事業主体と
なっていただく「もてなし事業」を、一冊のパン
フにまとめ「観光商品」として販売したいと考え
ていますので、ぜひご参加くださるようお願いい
たします。

否 73

9
産業
交流

3 - 1 - 2
再生の視点
施策の方向

意見

上野公園周辺の駐車場の無料化実験を行う。

観光戦略課 回答

市役所（南庁舎、北庁舎跡地）周辺の総合的な整
備が完了し、十分な駐車スペースが確保できれ
ば、その他の事項も含めて検討する余地があると
考えますが、現状の手狭な状況では、かえって観
光客の方々と観光客以外の方々の峻別がつかず、
混乱を招くと懸念します。

否 74

10
産業
交流

3 - 1 - 2
施策の方向
主な事業

意見

観光－市中心地内の忍者、組ひも、上野城等にこだわらず、伊賀市全体を視野に
入れ、周辺の田園風景、神社等を利用した策を考えるべき。例えば、市内中心部
から神戸地区までを廻れるハイキングコース、サイクリングコースの設定。それ
をハイキング計画等に力を入れている近鉄電鉄の駅（神戸駅）、伊賀電鉄の（上
野市駅）等に設置し、又マスコミを使い広報する。
２～３年前に全線完成したコリドール道路を利用し、（名張市との協力が必要）
国内実業団サイクリングレース（ロードレース）を開催し、知名度を上げる。そ
して、市内にある自転車ショップ、トライアスロンチームの協力をあおぎ、初、
中、上級のコース設定で、一般向けのサイクリング大会を開催する。
例）①熊野サイクルレース、②奈良の布目ダムサイドを使ったプロレース（ツー
ル・ド・ジャパン奈良ステージ）、③岡崎の市民サイクリング大会。
①、③は５００人～１０００人の募集が、募集開始から３～４日でいっぱいに
なっている。

観光戦略課 回答

市内全域の魅力アップと「おもてなし」の仕組み
づくりの施策の中で周辺農村部の視点を捉えてお
り、その中で着地型観光に取り組む事としていま
す。　着地型観光は市民（NPO,自治組織、任意団
体、企業など）が企画し、事業主体となっていた
だく「有料のもてなし事業」でありますので、サ
イクリングレースを「観光商品」として企画・販
売する事業者の方がいらっしゃれば、名張市との
調整など協同させていただきたいと考えます。

否 75

施策番号等

第2次総合計画　（仮称）再生計画中間案　分野別計画　パブリックコメント意見及びその対応一覧
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番号 分野 発言者 該当箇所
意見
種別

ご　　　　意　　　　見 担当所属等
対応
区分

対　　　　応　　　　案
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検討要否
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11
産業
交流

3 - 4 - 1
再生の視点
施策の方向

意見

「3－4　地域性を活かしたモノづくりと新たなサービス創出が活発なまちづく
り」
の項目について
⇒この項目において「産学官連携地域産業創造センタ－ゆめテクノ伊賀」の活用
を表
記していただいていることは企業側としてお礼申し上げます。「ゆめテクノ伊
賀」は
伊賀市の運用による伊賀地域における産学官連携のキ－センタ－であります。
基本的な考え方としまして、伊賀市は平成２８年度末日までの伊賀地域の産業の
あ
り方に関し「伊賀・名張地域産業活性化基本計画」（以下、「活性化基本計画」
という。）
をとりまとめ平成２５年５月に国の同意を得ています。（「活性化基本計画」に
は「ゆ
めテクノ伊賀」に関しましても中心的機能を果たす施設として表記されていま
す。）
さらに申し上げますと、今回の「第２次伊賀市総合計画」の産業該当部門は国の
同意を得たこの「活性化基本計画」に基づき計画し、より具体策を提示すべきで
あると考えます。
特にｐ．８３～８４、３－４の本項目（「活性化基本計画」に基づく見直しは、
この
項目だけではありませんが、）に関し、「活性化基本計画」が提言している「ゆ
めテクノ伊賀」の機能以外の項目の「感性価値指向型産業」の育成、誘致手法や
「高付加価値型産業の集積」の形成を目指す手法、そして集積業種として指定し
ている「指定集積業種」などが表記されていません。これらを明記して、明確に
将来の伊賀市の産業構造の中心的なあり方を「第２次伊賀市総合計画（中間
案）」では、わかりやすく具体策を挙げて取り込み、出来るだけ目標数値を表記
して国との約束である本「活性化基本計画」の創出、達成を目指すべきと考えま
す。（もちろん指定業種以外の企業の招致をしないということはありません。）

商工労働課 回答

【現状と課題】
　これまでも、地域の特性や強みを活かした競争
力のある高付加価値型産業の集積・形成等につい
ては「伊賀・名張地域産業活性化基本計画 」を推
進し、地域産業の活性化に取り組んでいます。公
的工業団地である・・・中心的集積地となってい
ます。また、食料品製造業をはじめとする「感性
価値指向型産業50」については、安心・安全な製
品づくり等をめざし、産学官連携地域産業創造セ
ンター「ゆめテクノ伊賀」の活用による共同研究
の推進により高付加価値化が図られています。
　さらに、「みえライフイノベーション総合特
区」を活用して、・・・

【脚注】
伊賀・名張地域産業活性化基本計画：企業立地促
進法に基づき、伊賀･名張地域産業活性化協議会で
策定された計画。

感性価値指向型産業：感性価値とは生活者の感性
に働きかけ、感動や共感を得ることによって顕著
化する価値のことで、化学工業、食料品、飲料、
たばこ、飼料、窯業・土石製品、プラスチック、
金属製品、はん用機械器具、生産用機械器具、電
気機械器具、輸送用機械器具の各製造業を指す。

（下線部を追記）

要 84

12
産業
交流

3 - 5 - 3 施策の方向 意見

人口減少傾向は全国的で、伊賀市も例外ではない。伊賀市は将来的にも発展し、
市民サービスをよくするには税収を上げる手段を考えねばならない。それには優
良企業やその工場を誘致するのが一番である。人もたくさんついて来る。
それに、伊賀に生まれ育った若者が伊賀で就職でき、又中高年者も働ける場所が
出来る。若者が親と同居又親の近くに居ればいろいろとよいことが多い。
第2次伊賀市総合計画タウンミーティング資料８７ページに少し企業誘致を載せて
いるが、具体性・積極性に乏しい。
市役所内に専門的な係員２，３名を配置して優良企業を訪問させる。
市内の遊休地を企業・工場が立地できるよう市役所としても努力する。
市内には無料の準高速道路、名阪国道があり、大阪・名古屋の大都市に通じてい
る。
日本経済も上向き方向で、今企業誘致に力を入れるべきです。

商工労働課 回答

中部圏と近畿圏の中間に位置し、名阪国道など幹
線道路を有する交通立地条件や、伊賀市工場誘致
条例による工場立地奨励金等の優遇支援制度によ
りビジネスチャンスを広げる大きなポテンシャル
を有する地域であることを強みに、広く情報提
供・発信に努めています。これにより現在は、市
内での工場の新設･増設について奨励措置により促
進しています。民間工業団地等（遊休地･未利用
地）についても誘致を企業と協働で推進し、迅速
かつ広域的な情報収集を図るため、三重県大阪事
務所・東京事務所等と連携・情報交換を行い成長
力のある企業・工場の誘致に引き続き努めていき
ます。

否 87

13
生活
基盤

4 - 2 - 1
再生の視点
施策の方向

意見

　伊賀盆地への南北連携アクセス道路としての第2名神名阪連絡道路の建設促進に
ついて記載されたい。商工業立地誘致により若者の定住・就労に繋がると思う。
また、滋賀県の市町と防災・交流面で一層活性化が図れる。

建設１課、２課 回答

・名神名阪連絡道路は、調査区間であります名神
高速道路の蒲生スマートインターから新名神高速
道路甲賀土山インターを経由して名阪国道上柘植
インターまでの区間を整備区間に指定されますよ
う。また、名神高速道路の蒲生インターから国道8
号線までの区間並びに名阪国道上柘植インターか
ら国道165号までの区間につきましても地域高規格
道路の候補路線として指定されるよう、名神名阪
連絡道路整備促進期成同盟会の構成市町と共に国
や県の関係機関に建設促進の要望を行っていま
す。

否 101

14
生活
基盤

4 - 2 - 3
再生の視点
施策の方向

意見

公共交通審議会に、伊賀市外地区の委員を割り当てていただくか、地区委員長を
加えた全体会としていただきたい。

企画課 回答

公共交通に係る審議会等には、市内の住民自治協
議会を代表する委員として、自治協の全体会議に
おいて委員候補を推薦いただき委嘱しておりま
す。現在は市街地外の自治協代表者の方も委員に
ご就任いただいておりますが、定数や委員構成
上、自治組織を代表する方を増やすことは考えて
おりません。

否 103

5 
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15
生活
基盤

4 - 2 - 6 再生の視点 意見

駅前駐車場の無料化実験を行う。

企画課 回答

市内では、伊賀線の利用促進を図る目的で市部駅
前に地元地区の協力により無料のパークアンドラ
イド駐車場を整備しご利用いただいている例があ
りますが、他の駅前駐車場での実施予定はありま
せん。利用促進策の参考意見とさせていただきま
す。

否 107

16
生活
基盤

4 - 2 - 6 再生の視点 意見

キハ127系の導入を目指す。

企画課 回答

キハ127系はJR姫新線に輸送改善を目的に導入され
た新型ディーゼル車両とのことですが、関西本線
の整備促進については、都市部への直通運行を目
指す意味から、電化促進とあわせて現在、開発中
のハイブリッド車両（自己充電型バッテリー車
両）を実用化するよう、関係の電化等促進団体を
通じてJR西日本に働きかけを行なっています。

否 107

17
生活
基盤

4 - 2 - 6 再生の視点 意見

観光路線として、SLや、観光列車の運転を目指す。
観光列車はSLだけでなく、山陰線「みすゞ潮彩」、呉線「瀬戸内マリン
ビュー」、
近鉄「つどい」、南海「天空」のようなものもあります。国鉄時代の列車を走ら
せるだけでも観光客を呼べます。

企画課 回答

関西本線の木津亀山間及び沿線地域の活性化のた
めの需要喚起策のひとつとして、単なる移動手段
ではない、「乗ること自体も楽しめる」列車の運
行の可能性について、関係の促進団体やJR西日本
と研究、協議してまいります。

否 107

18
生活
基盤

4 - 2 - 7 再生の視点 意見

再生の視点「災害に強い国土づくりに優位性のある三重・畿央地域の重要性」
何の事だか分かりません。「首都機能移転候補地としての」を追加する。

企画課 回答

「災害に強い国土づくりに優位性のある三重・畿
央地域の重要性」については、伊賀地域は首都機
能のバックアップ機能として、重要な地域である
旨を記載したものであり、引き続きその重要性を
発信していく必要性があると考えております。

否 108

19
生活
基盤

4 - 2 - 7 再生の視点 意見

　伊賀神戸駅前周辺整備事業の記載があるが、伊賀市の東の玄関口の柘植駅前の
開発整備も重視してほしい。ＪＲ草津線への乗換駅であり、駐車場の拡大整備・
駐輪場の確保等鉄道利用率の拡大策に繫げてほしい。

企画課 回答

柘植駅前の駐車場や駐輪場は、市営、民間を含め
一定程度確保されている現状から、これらの拡大
整備の予定はありませんが、JR草津線の複線化等
利便性向上を進めるためにも、市民に対し、公共
交通を適切に利用し自家用車に頼り過ぎないライ
フスタイルの啓発を行い、関係の促進団体と連携
し引き続き利用促進に取り組みます。

否 108

20
生活
基盤

4 - 2 - 7 再生の視点 意見

リニア中央新幹線の県内中間駅は伊賀市内への設置を目指すとしっかり書くべ
き。

企画課 回答

リニア中央新幹線の建設促進については、まずは
名古屋～大阪間をあわせた全線の同時開業及び三
重・奈良ルートの実現並びに県内中間駅の確定に
向け、関係団体及び関係自治体等と連携し関係機
関に働きかけを行ないます。

否 108

6 



番号 分野 発言者 該当箇所
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21
教育
人権

5 - 4 - 2 主な事業 意見

5-4 生涯にわたって学びの機会が持てるまちづくり
について、コメントします。

新図書館整備事業を早急に進めていただきたい。
伊賀の子供の将来にかかわってきます。
現状の図書館では蔵書数が少なく、またスペースが不足しています。
様々な分野の書籍が多くあることで、教養や知識が得られます。
蔵書が少ないと各分野1種類しか本がないこともあると思います。
そうすると偏った意見しか得られません。
勉強するスペースも足りていません。集中して勉強できる場所提供も図書館の役
割の一つだと思います。
また、本を借りた際にどの本を借りたか、何日までかを印字した紙を一般的には
渡すと思うのですが、それもできていません。
返却しに行く際になって、何を借りていたのかわからない場合があります。
早急に対応をお願いしたいです。

上野図書館 回答

新図書館整備事業を進めるため、現在、新図書館
基本計画を策定中です。上野図書館の蔵書数は20
万冊を超えていますが、スペースが限られている
こともあり、蔵書のうちの約３７％の開架になっ
ています。システムで検索することにより、書庫
にある本を出しますので気軽にお尋ねください。
また、学習室の拡充も新たな図書館整備で図って
いきます。なお、図書館システムを昨年の11月に
更新したので、現在は貸出本名や返却日を印字し
たレシートを利用者の方に発行しています。

否 129

22
教育
人権

5 - 2 - 1 全般 質問

１．2010年に伊賀市が実施した「男女共同参画に関する意識調査」から見える課
題や政策が、本計画には全く反映されていないように思います。118ページの再生
の視点を見ると「女性の参画意識を高めるために、女性のエンパワメントや女性
リーダーの育成に力を入れます。さらに女性を登用するしくみをつくり、活躍す
る場を確保します」と謳われていますが、私はこの文面を見る限り、男女共同参
画が進まないのは「女性の責任」と考えているように感じてなりません。伊賀市
の男女共同参画への問題意識はどこにあるのでしょうか？

人権政策・男女
共同参画課

回答

政策決定の場では、男性の方が優遇されていると
思う人は全国に比べて低いが、自治会において
は、半数以上の自治会が「難しい」と考えてお
り、理由は「女性が引き受けたがらない」です。
また、家庭の中で男性が優遇されていると感じて
いる人の割合が全国と比較すると高い。以上のこ
とから地域において女性が活躍できる場を住民自
治協議会に働きかけているところです。

否 119

23
教育
人権

5 - 2 - 1 全般 質問

２．男女共同参画調査では、基本構想のパブコメでも意見を出しましたが、性別
において女性が男性よりも正規労働に従事する割合が２分の１以下という実態、
夫と妻の生活の負担に関する項目では「生活費の確保」は夫が61.7％で、「洗
濯」は妻が84.2％、「食事の支度」は妻が85.9％、「食事の後片付け」は妻が
83.6％、「掃除」は妻が71.8％、「家計管理」は妻が68.6％、「子どもの世話」
は妻が49.4％、「高齢者等の世話・介護」は妻が33.6％と夫を圧倒的に妻が上
回っています。これは「女性の責任」による結果でしょうか？

人権政策・男女
共同参画課

回答

男女共同参画の意識は幼少時からの学習が大切だ
と考えます。家庭における家族の男女共同参画の
意識がプラスされると効果が大きいと考えていま
す。

否 119～120

24
教育
人権

5 - 2 - 1 全般 質問

３．男女共同参画ではすでに限界があることを９年間の合併後の伊賀市の実情が
示しているはずです。「共同」ではなく、「協働」できる社会の実現が必要不可
欠であり、市民に対する啓発を通して意識の是正、次いで意識から行動へと結び
つける男性に対する教育、そして子育て支援というよりも、家事や育児をカバー
できる自治協議会単位での家事・育児支援組織体制の確立、市民のボランティア
育成、女性就労者の受け入れ先となる市内企業における女性労働者確保のための
条件整備に向けたシステムの構築が私は大前提だと考えます。この伊賀市の調査
結果を是正しないままに、むやみやたらと女性を登用することで労働内容におけ
る負担を課してもよいのでしょうか？育児や家事を女性負担にしたまま、女性に
そこまで負担を「女性」に強いるようなことを伊賀市が進めてもよいのでしょう
か？力のある女性は、管理職につき存分に力を発揮できるでしょうが、伊賀市調
査が訴えている結果は、多くの女性は自らの力や意欲を発揮することを私領域で
ある家庭のなかで閉じ込められ、育児や家事支援が家庭内をはじめ地域で保障さ
れず、正規労働者として働きたくても働けないということが問題となっているの
ではないでしょうか？また私は、今後、20～30歳代の社会進出や雇用を拡大でき
たとしても50～60歳代の女性が介護等のために仕事をやめざるを得ない状況が増
え、結局は現行と変わらなかったり、むしろ雇用情勢が悪化することを懸念して
いるのですが、「男女共同参画」を進められていく上で、どのようにお考えであ
るのかと、こうした事態に対する懸念はあるのか、あるのであれば、どのように
克服しようとしているのかが読み取ることができませんので、ご意見をお聞かせ
いただき、必要であれば計画に反映していただきたいです。

人権政策・男女
共同参画課

回答

男女共同参画基本計画を策定し、全庁あげて推進
していますが、まだまだ男女共同参画推進の基盤
づくりが万全ではありませんので、推進していく
うえで、いただいた意見を今後の課題として受け
止め体制作りに努めます。

否 119
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25
教育
人権

5 - 2 - 1 全般 意見

４．伊賀市は男女協働参画をまだまだ軽視しています。人口変動に対処している
自治体から、しっかり学び取る必要があり、国際的にも対処している国々の先進
的事例から学ぶことが求められます。ですので、基本構想案パブコメの際、
ISO26000を伊賀市の中核である本計画に位置づけてほしいと要望させていただき
ました。
　　１世帯あたりの所得を向上させない限り、出生率は向上しません。そのため
には、女性が社会に出て正規労働者として働ける条件整備を伊賀市が整えること
が求められてきます。所得をあげ、出生率をあげ、生産年齢人口は外国人移民で
カバーしながら、２０年後の伊賀市の財政が上向きに健全な運営ができはじめて
いく、こうした長期的プランとして再生計画が策定される必要があると考えま
す。企業誘致がうまくいかないのも企業は市場調査を行うなかで、生産年齢人口
と人口そのものが減少し続ける伊賀市に立地をしても従業員の確保に支障をきた
し、消費活動が減少すると売り上げも落ちると考えているからです。伊賀市は男
女共同参画の担当を２人しかつけていませんが、ここからして問題を伊賀市自ら
招いているような気がしてなりません。
市民に対する啓発を通して意識の是正、次いで意識から行動へと結びつける男性
に対する教育、そして子育て支援というよりも、家事や育児をカバーできる市民
のボランティア体制や市における自治協議会単位での家事・育児支援組織体制の
確立、女性就労者の受け入れ先となる市内企業における女性労働者確保のための
条件整備に向けたシステムの構築、これによって世帯所得を向上させ、出生率を
あげることが重要であり、こうした内容を再生計画に謳う必要はないのでしょう
か？

人権政策・男女
共同参画課

回答

男女共同参画基本計画を策定し、全庁あげて推進
していますが、まだまだ男女共同参画推進の基盤
づくりが万全ではありませんので、推進していく
うえで、いただいた意見を今後の課題として受け
止め体制作りに努めます。

否 119

26
文化
地域づ
くり

6 - 1 - 1 全般 意見

135ページ【多文化共生について】
【男女協働参画】において、現在の状況に「女性のみ」に対して、「社会参加と
就労」「子どもの出生」「家族（高齢者等）の介護」を押し付けるようなことに
ならないのかが懸念されます。再生の視点で「多文化共生を推進するため、その
理念や施策の方向性を明確にするとともに、日本人住民と外国人住民が一緒に地
域社会をつくることができる環境づくりを進めます」について、現行のままでは
人口減少に対処できないので、労働力の確保と需要が減少し経済が低迷すること
を防止するために、伊賀市において外国人を支援の対象とするのではなく、地域
社会のために貢献してくれる「市民」という視点で、伊賀市が現在以上に厳しい
状況下におかれ、移民を受け入れなければ伊賀市がもたないという状況になって
から受け入れをはじめても魅力のない地域に移住してくれるようになるとは考え
にくいので、できるだけ早く移民を受け入れる方向で多文化共生をより進められ
ていくべきだと考えますが、こうした移民の受け入れを再生計画に位置づけてく
ださい。

市民生活課
企画課

回答

移民の受け入れ促進に関しては、現在、国の移民
政策の方向性が明確にされていないため、市の再
生計画に明記することは尚早だと考えています。
市としては、まず、現に日本に在住している外国
人住民とともに地域づくりができることが、多文
化共生社会の推進を担うと考えています。

否 135

27
文化
地域づ
くり

6 - 2 - 3 施策の方向 意見

　上野の芭蕉祭と柘植のしぐれ忌の連携の記載があるが、この両地域の交流を深
めるため、ゆかりの地としての施設整備や充実策を計画に入れてほしい。柘植の
芭蕉公園の視察者に対するおもてなし策も必要性が叫ばれている。

企画課 回答

これまで実施取り組んできた芭蕉翁の顕彰事業や
今年取組む芭蕉翁生誕370年記念事業を通じ、関係
団体や地域間の交流が促進され、市民に芭蕉翁の
顕彰の意義や俳諧に対する理解がより深まるもの
にしてまいりたい。また、芭蕉翁の功績や俳文学
全般を楽しく知り、学ぶ拠点施設として新芭蕉翁
記念館の整備を進めてまいります。

否 140

28
文化
地域づ
くり

6 - 4 - 4 成果指標 意見

Ｐ151。自治センター化の体制づくりの成果指標であるが、Ｈ25年の現状値“０”
の表記はおかしいのではないか。
指定管理者制度を導入していくことを検討すると方向を示しているにすぎず、未
来のことなのだから空欄にすべき。 市民活動推進課 回答

【再生計画修正済】
ご指摘のとおり、H25年度の現状値は空欄といたし
ます。

要 151
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