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平成２５年度第１１回伊賀市総合計画審議会 議事録 

 

開催日時 平成２６年１月２２日（水）14:00～16:55 

開催場所 ハイトピア伊賀 ５階 多目的大研修室 

出席委員  福田 圭司（三重県危機管理地域統括監兼伊賀地域防災総合事務所長） 

 谷村 繁之（上野西部地区住民自治協議会総務広報人権部会長） 

 松崎壽和子（阿波地域住民自治協議会環境保全部会員 女性部会「あわてんぼう」代表） 

 菊山 順子（伊賀市外国人住民協議会副会長） 

 平井つゆ子（伊賀市民生委員・児童委員連合会代表） 

 坂本 元之（伊賀市障がい者福祉連盟会長） 

 堀川 一成（上野商工会議所副会頭） 

 宮嵜 慶一（一般社団法人伊賀上野観光協会副会長） 

 松岡 克己（伊賀市人権同和教育研究協議会顧問） 

 中森 宏一（公募委員） 

 村山 邦彦（公募委員） 

 相川 康子（特定非営利法人ＮＰＯ政策研究所専務理事） 

 武田 恵世 

 山本 秀美 

議事日程 １ あいさつ 

２ 議事録署名人の指名について 

３ 第８回、第９回審議会議事録の確認について 

４ 第 10 回審議会質疑内容の確認について（資料１） 

５ (仮称)再生計画中間案タウンミーティング・パブリックコメントの結果について 

（資料２～５） 

６ 審議事項 

（１） 基本構想 答申案について（資料６～８） 

（２） （仮称）再生計画 最終案について（資料９） 

（３） 地区別計画について（資料１０） 

（４） 今後のスケジュールについて（資料１１） 

７ その他 

 

 

１ あいさつ 

・松崎会長あいさつ 

◇会議の成立の確認 出席者 14名、欠席者６名、条例第６条第２項により成立 

◇会議の公開 条例及び運営規程に基づき、公開とする 

 

２ 議事録署名人の指名について 

◇議事録 運営規程第４条に基づき、堀川委員、平井委員を署名委員とする 
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３ 第８回、第９回審議会議事録の確認について 

・特に意見なし 

 

４ 第 10回審議会質疑内容の確認について 

・資料１について説明（事務局） 

・特に意見なし 

 

５ (仮称)再生計画中間案タウンミーティング・パブリックコメントの結果について 

・資料２～５について説明（事務局） 

・特に意見なし 

 

６（１）基本構想 答申案について 

・資料６～８について説明（事務局） 

（委員） 

資料７も計画書の中のどこかに入るのか。 

（事務局） 

基本構想答申案の 13ページ（資料６）に「社会的責任を果たし」という文言を

新たに付け加え、脚注で ISO26000についての説明書きをしている。資料７は、そ

の ISO26000の説明資料としてお配りしたものであり、計画書の中にそのまま入る

ことはない。 

（委員） 

資料４の１ページの意見１に「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」とあり、その対応案

については今ご説明があった通りである。つまり、資料６の 13ページに「社会的

責任」という文言の追記があり、この文章の中に伊賀市としての社会的責任が含

まれるということであるが、パブリックコメントの中にも書かれているように、

これからの伊賀市は人口が減少し、税収も少なくなり、予算が小さくなる。そう

いうことがこの計画の中でどのような表現で謳われているのかご説明いただきた

い。要するに、市民が計画の成果としてみるのは、財政状況がいかに改善したか

ということである。いくら良いことばかり書いてあっても、一向に赤字が減らな

い、どんどん債務が増えてくるとなると、誰が責任をとるのか。市長や市会議員

が責任をとればよいのだろうが、計画を作った行政の方々も無関係ではない。具

体的に書き過ぎると赤字になった時に逃げ場がないかもしれないが、もう少しわ

かりやすく具体的に書いてもらいたい。 

（会長） 
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委員のご意見は、次の項目「（仮称）再生計画 最終案について」の内容も含ん

でいると思うのだが。 

（委員） 

資料６の表現はこれでよいと思うが、パブリックコメントでもご意見をいただ

いているように、そのあたりを気にされている市民もいるので、具体的な表現と

してどのように盛り込まれているのかをお聞きしたい。 

（事務局） 

大前提として、基本構想では「伊賀市の現状と今後の傾向」のところで、伊賀

市の人口が減ってきていることを押さえている。そして、市が持っているポテン

シャルで進んでいかないといけないという流れの中で、３つの基本政策を掲げて

いる。ご質問は、人口減少に対する具体的な対応がどこに書いてあるかというこ

とであるが、大きな意味では、そういった大前提の中でこれからの伊賀市に必要

な施策を再生計画に挙げているという考え方である。すべての施策が直接関わっ

てくるかは別にしても、６つの分野の中で、あるいは「計画の推進」の中で、人

口減少社会に対応するための施策を進めていくということでご理解いただきた

い。具体的に人口を増やす施策としては、例えば、「だれもが働きやすく、働く意

欲が持てるまちづくり」の中で雇用の場を創出しようということや、農林業のま

ちづくりや観光を重点的に進めていくことによって市の税収も上げていこうとい

うようなことが書かれている。また、「環境に配慮した生活環境が整うまちづく

り」、あるいは福祉の分野、自然災害にも対応していこうということなど、人口が

減っていく厳しい社会の中で、よりよい市にしていくための施策をすべての分野

で進めていこうという考え方である。 

（委員） 

了解した。 

（委員） 

委員が言われたことを強調したいのであれば、資料８の中に書き込むこともで

きる。今はごく簡単な表現になっているが、我々は基本構想の将来像で「勇気と

覚悟」という言葉を入れ、人口減少をどう受け止めるかについてかなりの議論を

重ねてきた。そういったことを追加で書き、この思いを受け止めてきちんと取り

組んでほしい、人口減少をもっと真剣に受け止めてほしいというようなことを箇

条書きの形で追記するのは有りだと思う。こういうところではあまり使わない「勇

気と覚悟」という言葉をあえて使っているので、その思いを書き添えたらどうか。 

（委員） 

人口も財政も非常に深刻な状況にあるということをこの文章の中で出してもら

えば、それで十分である。 

（委員） 

資料８は形式的な文章であり、公文書という扱いになるので、いろいろな解釈
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ができるようなことはあまり書かないほうがよい。あえて言うなら、会長コメン

トを用意していただいて、その中で、私たちはこういうような形で議論を重ねて

きた、人口減少社会や環境問題などについて時間をかけて審議したということな

ど、今までの審議を通して会長ご自身が感じられたことを書いてもらったらどう

か。 

（会長） 

私は、これまで答申というようなことに関わったことがないのでわからないが、

資料８を見ると、行政的にしゃんしゃんと会を重ねてきただけという印象を受け

る。伊賀市として積み重ねてきた経緯や私たちの議論の姿勢が反映されたような

言葉に修正していただいたほうが、市民には伝わりやすいと思う。 

（委員） 

委員が言うように、今会長が言われたようなこと、つまり熟議を重ねたという

ようなことを書いていただいたらそれでよいと思う。 

（委員） 

文章に書いただけでは、市長に渡してそれで終わりである。会長はこの会の思

いをよくわかっていただいていると思うので、その思いを市長への答申の際に声

に出して伝えてもらったらどうか。こういう場には新聞記者も来ると思うので、

会長が語ったことが記事になり、市民にも知ってもらえると思う。 

（会長） 

答申の文案については、私たちの思いが伝わるような表現に修正していただく

ことで、本日のまとめとしたい。ただ、事務局からの説明にもあったように、現

在、自治基本条例に基づき、各住民自治協議会に総合計画案の諮問をしていると

ころであり、その答申が出るまでの約１か月間は結論を預からせていただきたい。

住民自治協議会からの最後の答申が出て、さらに審議が必要なことがあれば、再

度審議会を開催することも考えているが、その必要がなければ、私たちの意見を

反映したような形で修正していただき答申としたい。 

（事務局） 

総合計画は自治基本条例に基づき、各住民自治協議会に諮問することになって

おり、現在、諮問にまわっているところである。住民自治協議会には、「基本構想」

と「（仮称）再生計画」について別々に答申してもらうことになっており、「基本

構想」については２月上旬に答申いただく予定である。その結果、審議会で議論

していただくようなことがなければ、会長預かりという中で市への答申をいただ

きたいと考えている。また、「（仮称）再生計画」については、２月いっぱいをも

って答申してもらうよう住民自治協議会にお願いしている。その点、ご了解の程

よろしくお願いしたい。なお、基本構想答申案については、ISO26000 についての

「社会的責任」という記述を追加する形で進めさせていただきたいと思っている

ので、その点もよろしくお願いしたい。 
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６ （２）（仮称）再生計画 最終案について 

・資料１、３、４、５を参照しつつ、資料９について説明（事務局） 

・追加資料：２について説明（委員） 

（委員） 

「行政総合マネジメントシステム（仮称）」について、もう少し詳しく教えてほ

しい。 

（市政再生室） 

現在、進行管理と評価を総合的に行う仕組みとして「行政総合マネジメントシ

ステム（仮称）」の検討を進めている。まだ決定事項ではなく、資料等を出せる段

階ではないが。現在は、総合計画の進行管理として、行政評価と連携を図りつつ、

別途、実施計画のローリングをしながら行っている。予算重視の進行管理を行っ

ているのだが、例えば、平成 24年度の評価を基に、25年の秋から予算編成に入る

ので、25年度の事業実績が反映されないまま 26年度の予算が組まれてしまうとい

う状況にある。それを踏まえ、今度の総合計画では、重点プロジェクトや分野別

施策の進行管理を一元的に行いたいと考えており、１枚のシートの中で事務事業

評価や総合計画の成果指標の達成度などをすべて処理できるような効率的なもの

ができないかということで、庁内での検討を進めているところである。すでに三

重県においては一つの仕組みの中で総合マネジメントとして進められており、こ

れらを参考に、事務事業評価を予算に反映していけるようなもの、また、新たな

事務事業の展開も同じようなシートを作りながら進めていけるような仕組みを作

りたいと思っている。なお、すでに市で定めている様々な民間活用の指針や公的

関与に関する指針も含めて、市の方針・指針を一つのマネジメントの流れの中で

チェックをかけながら常に改善していける仕組みを作るよう検討を進めている。

次回お示しできる部分ができたら、皆さんにお示しさせていただく。簡単に言え

ば、現状では２枚、３枚のシートを書いているのを１枚のシートにまとめたいと

いうイメージである。 

（委員） 

今回の計画では、進行管理の方法についてどこまで書き込めるのか。７－２－

３や７－２－４の書き方はあまりにもあっさりしているので、今言われたような

ことを書き込まなくてもよいのか。 

（市政再生室） 

進行管理の仕組みとしては、総合計画の進行管理や市の行政経営方針の策定・

公表という形で、今のマネジメント上で行おうとしていることが計画の推進の中

にたくさん散りばめられている。ご指摘の、どこまで書き込めるかについては、

再度事務局と協議させていただく。 

（委員） 
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例えば、タウンミーティングの資料の 164 ページ、７－２－３の文中では「行

政総合マネジメントシステム（仮称）」について書かれているので、脚注の「マネ

ジメントサイクル」の用語解説でも一般的なマネジメントサイクルではなく、今

ご説明いただいたような、「行政総合マネジメントシステム（仮称）」についての

説明を書くのが筋だと思う。脚注の文章を膨らませることはすぐにでもできるこ

となので、ぜひお願いしたい。 

（委員） 

今の話はさっぱりわからなかった。要するに、今まで自己評価のシートが２つ

あったのをとりあえず１つにまとめる、つまり一般的な会社の総務部がやってい

るようなことを伊賀市ではこれから取り組んでいこうということか。 

（委員） 

参考までに、三重県の状況をご紹介しますと、計画に書かれていることについ

ては、どの程度進んだか、問題点はなかったか評価しなければならない。それを

進行管理していくという意味合いでシートを作る。総合計画だけでなく個別の分

野別計画でも、計画に書かれていることについて、翌年度が終わってから半年く

らいかけて評価を行い、秋ごろの市議会などで明らかにして、公表するのが一般

的な評価シートである。一方で、予算をとるために、予算をこれだけ投入した結

果、これだけの成果が得られたという別の議論を始める。予算は進行管理が上手

くいったかどうかではなく、お金を適切に使ったかどうかで判断するので、進行

管理が上手くできていても予算が削られることがある。逆に、もっと予算があれ

ば成果が上げられると執行側が主張しても、予算当局はお金がないから、ない袖

は振れないと言う。別々の価値で判断しているから、行政が上手くお金や人を集

中できずバラバラになってしまうということがよく言われているので、事業の進

行管理の面と予算の使い方の面を総合的に考えて、市の仕事を見直していこうと

いうことだと思う。 

（委員） 

市長直属の市政再生室が権限を持って市のすべての事業の管理を行う。具体的

にはチェックシートのチェックを行い、それを予算に反映させる。そこまでやっ

てもらえるならよいが、そこまでは無理か。 

（委員） 

一番上までいったら、副市長、市長のところで統一はされる。それぞれの立場

で主張した上で庁内合議で意思形成され、市はこういう方向でやろうということ

で統一される。そのための判断材料をわかりやすく一本で出しましょうというこ

とである。それぞれ自分たちが使いやすい資料を自分たちの根拠にしようという

のではなく、同じ土俵で議論しようということである。 

（委員） 

市長あるいは副市長がすべてのマネジメントをするための手助けをするという
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認識でよいか。 

（委員） 

少し違う。あえて申し上げるなら、職員自身がトータルで物事を見れるように

することも含んでいると思う。自分自身が仕事をする上で、一方的な価値基準で

なく、市民目線や執行面、他の団体などいろいろなものの見方をしながら総合的

に判断する。お金のかけ方としてはこうだ、しかし、政策的にはこうだし、市民

の目線で見ればこういうことになるということがわかるように、同じ土俵で議論

ができるようにすることだと思う。 

（委員） 

つまり、監査委員や議員が不要になるくらいしっかり取り組むということか。

計画の中には書けないが、そういうことを目標にしているということか。 

（委員） 

職員はそれくらいの気概を持って仕事をしてほしいということだと思う。 

（委員） 

なるほど、そういうことならわかる。期待させていただこう。 

（委員） 

難しい話は別にして、市民目線の評価・検証をお願いしたい。広報等で、市民

にわかるように、わかりやすい表現で示していただきたい。 

（会長） 

事業の進行や予算のかけ方など、わかる人はわかるが、一般市民には少しわか

りにくいところもある。とても大切なシステムだと思うので、しっかり機能する

ようお願いしたい。 

（委員） 

７－１－２に、市のアピールをするための情報発信をするという文言が付け加

えられたが、７－１－２はどちらかというと行政の情報を市民と共有するという

位置づけのような気がする。市全体の魅力を外へ向けて発信するという内容は、

むしろ観光の重点プロジェクトに入れたほうがよいと思う。とりわけ「（仮称）ふ

るさとサポーター制度の導入」については、確かに市民参加ということでは「情

報共有と市民参加」の項目にあってもおかしくないのかもしれないが、その位置

づけを考えると、ここに入れるのはどうかと思う。 

（委員） 

「情報共有と市民参加」の項目については、私がかなり書き換えをさせていた

だいた部分である。市からの一方的な情報提供だけでなく、市民どうしの情報共

有を含めた内容にこの項目を書き換えたつもりである。なので、ご指摘の点につ

いては、私はそれほど抵抗はない。むしろ、対外的な市の魅力のアピールについ

てはあるが、伊賀市に住みながらまだ市の魅力をわかっていない方々と意見交換

をすることも大事な要素だと思うので、ふるさとサポーターの話がここにあって
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も不思議ではない。 

（委員） 

確かにそういう位置づけはあると思うが、「（仮称）ふるさとサポーター制度の

導入」は、共有というより発信のほうなので、観光のところに入っているほうが

自然だと思う。 

（委員） 

観光の重点プロジェクトのほうと両方に入れたほうがよいかもしれない。 

（事務局） 

今は重点プロジェクトには入れていない。７－１－２に追加しただけである。 

（委員） 

追加する優先順位としては、観光のほうが先だと思う。 

（会長） 

今のお話は書き方の問題なのか、それとも位置づけの話か。 

（委員） 

書き方というより位置づけの問題である。この章が何のためにあるのか。市の

行政情報をみんなでつくっていくために市民どうしが情報交換をすることと、外

に対して交流を呼びかけたり、観光に来てくださいと言ったりするのとは、情報

を出す位置づけが少し違う。 

（委員） 

私も重点プロジェクトに入れるほうがよいと思う。今、重点プロジェクトに書

かれている施策は、現時点で実施できると判断されたものばかりである。ふるさ

とサポーター制度は突然出てきたもので、まだ市として準備が整っていないので、

重点プロジェクトではなく、とりあえず７－１－２に書いておこうという感があ

るが、市は３年間のうちにふるさとサポーター制度を必ず導入するという危機感

を持っていただきたい。重点プロジェクトには、水面下で進められている観光物

産関係の事業だけを書くのではなく、こういうものも入れたほうがよい。 

（委員） 

担当部局的な影響があるのか。 

（事務局） 

伊賀市では観光大使を任命している。これは観光に特化したもので、情報の発

信も含め、市の施策のお手伝いをしていただくという位置づけである。一方のサ

ポーター制度は、観光だけに特化するのでなく、あらゆる分野において伊賀市の

情報をボランティアという形で助けていただく制度である。観光に特化するなら

観光戦略の中での情報発信ということになるが、全般的な分野における情報発信

ということで広報や企画調整をしている部署が担当することになると思う。 

（委員） 

印象としては、今、観光のためだけの情報はあまりないと思う。市の魅力を伝
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える情報は今や観光の枠内だけでなく、トータルなものである。だから、２つに

分けることは意味がなく、あまりプラスにはならないと思う。ふるさとサポータ

ー制度については、どうせならきちんと人に伝わり、実際に人に来てもらえるよ

うなレスポンスがあるものにしていくべきだ。放り込まなくてもよいが、相互関

係は付けておいたほうがよい。７－１－２に残すのであれば、市の魅力や特徴を

全国に広く情報発信するというよりは、市民どうしで伊賀市のいろいろな情報を

共有していくというような書きぶりにシフトしたほうがよい。 

（会長） 

書きぶりについては、事務局のほうで検討をお願いする。 

（委員） 

81 ページの「個店の機能強化と商店街機能の充実」のところに、起業者を市内

外から募るという文言を付け加えていただきたい。また、この総合計画ではコン

パクトシティをつくっていこうということが伏線になっていると思うが、167ペー

ジの「市庁舎の整備」のところに、コンパクトシティの形成に向けての拠点とい

う表現をどこかに入れていただきたい。 

（委員） 

コンパクトシティという文言は、どこかにあったように思う。確かに伊賀市は

コンパクトシティを目指しているが、それを「市庁舎の整備」のところにどう入

れたらよいか。「コンパクトシティの市民の安心安全な暮らしを支える」というの

はどうか。 

（委員） 

95ページの４－１「歴史文化や風土と調和した、秩序のあるまちづくり」の「再

生の視点」の１つ目の丸のところに元々の根拠がある。 

（委員） 

「華美な要素を排除し、コンパクトシティに相応しい無駄を省いたコンパクト

でスリムな市庁舎を目指し」というのはどうか。 

（会長） 

委員は、コンパクトシティについて、「歴史文化や風土と調和した、秩序のある

まちづくり」における記述よりも、庁舎整備の維持管理に絡ませて書くほうがよ

いという考えか。 

（委員） 

コンパクトシティをつくっていこうという大きな流れがあるので、その拠点と

して市庁舎を位置づけたらどうかということである。 

（委員） 

委員のご提案は良い考え方だと思うので、あとはどこにどう入れたらよいかと

いうことだけである。 

（委員） 



 10 

コンパクトシティという文言は、95 ページの生活基盤整備のところに載ってい

る。同じ文言をあちこちに持ってくるのは抵抗があるので、「市庁舎の整備」のと

ころに入れるなら、表現を変えて、コンパクトシティという文言ではない別の表

現で盛り込めばよいと思う。当然市役所もスリムな市役所を目指しているわけだ

から、それに見合ったスリムなまちづくりということを「市庁舎の整備」の中に

表現を変えて入れたらよい。どういう表現にしたらよいかはよくわからないが。 

（委員） 

95 ページでコンパクトシティの理念なり方向性を出しているわけである。現在

ある市庁舎をどう整備していくかについては、まだ様々な議論があるところであ

り、そちらの議論との関係もある。コンパクトシティを形成していく上で必要な

拠点をどうしていくかについては、今後実行の中で考えていく課題であると考え

たらどうか。 

（委員） 

そうではなく、コンパクトシティの文言をどう入れるかという問題である。 

（会長） 

私がコンパクトシティという言葉を初めて聞いたのは、２年ほど前に阿波地区

に伊賀市の都市計画課の職員が地域づくりの説明にいらした時である。都市計画

課のコンパクトシティに関する考え方を、女性の目線で聞くための説明会だった。

その時のコンパクトシティの考え方は、まちづくりの無駄を省くということで、

これから年々財政が厳しくなっていく中でコンパクトシティをより充実して進め

ていきたいということだった。私としては、委員のご提案の通り、コンパクトシ

ティの考え方を入れていくほうがよいと思う。 

（委員） 

私もコンパクトなまちづくりには賛成である。できるだけお金は倹約してほし

い。コンパクトシティというよりはコンパクトなまちづくりという表現がよいよ

うに思う。「コンパクトシティ」と「コンパクトなまちづくり」のどちらがよいか

はわからないが、再生の視点で「長寿命による社会情勢の変化やコンパクトシテ

ィのまちづくりにも柔軟に対応でき」と入れたらどうか。 

（委員） 

コンパクトシティをつくっていく中で拠点となるものがあったほうが、行政効

率が上がるだろうと思って発言した次第である。 

（会長） 

そういった思いがどこかに反映されるよう、事務局にお願いする。 

（委員） 

資料１の５ページ、意見１に対する対応案として「生物多様性と希少動植物の

保護という文章は、郷土の恵まれた自然の保全や身近な自然、水辺の保全・景観

の保全等々もその中の一部である」という認識で書かれている。実は、生物多様
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性については、生物多様性国家戦略というものがあり、こういう政策の最上位課

題となっている。つまり、認識が逆であり、郷土の恵まれた自然の中に入れると

いうよりは、先に生物多様性と希少動植物の保護について書くべきである。認識

の間違いなので、対応していただきたい。 

資料３の７ページ、意見９のメガソーラーに関する質問への対応案として、「伊

賀市の資源（太陽光・水力・森林など）の有効利用を推進することで、エネルギ

ーの地産地消や環境負荷の低減を図ることを施策としています」とあるのはよい。

続く文章は「公害があったとの話は聞いていませんし、公害（悪臭、水質汚染な

ど）が発生した場合は、他の製造業者と同様の指導を行います」で切っておけば

よいものを「市が補償等を検討することはありません」と書いてある。これは余

分である。「被害があれば検討していきたい」くらいでよいと思う。市民に被害が

あれば、市が検討、相談することは当たり前なので、その程度は書いておいたほ

うがよいだろう。 

資料４の２ページ、意見１の食育の問題についてである。これについては委員

からもご指摘があったが、対応としては「否」となっている。「食育についてはす

でに入っている」という回答であるが、パブリックコメントに出した中間案の 23

ページの施策の方向に「地域や各種団体等で健康教育・健康相談を開催」とある

ところを、「健康教育・健康相談・食育教育」ともう一言入れておいたら間違いな

いと思う。 

同じく資料４の３ページ、意見５に対する対応案が答えになっていない。「砂防

は県の事業であるため地元要望があれば働きかけていきます」という回答である

が、質問者は「重点策に組み入れてほしい」と言っているので、せめて「十分監

視をして、問題があれば県に相談していきたい」と書くべきである。また、一級

河川は確かに管轄外ではあるが、質問者は「竹藪は護岸崩れの防止や土砂堆積の

防止になるから大事だ」と言っているのに、対応案では「障害物になる」と書い

ている。ここは「堤防上の竹林は積極的に保護し、河川敷内の河積を脅かすよう

な竹林は流水を阻害しないように、国、県とともに協力して対処していきます」

と書いておけば問題ない。 

資料９の 83 ページの３－４に、「ゆめテクノ伊賀」が随分重要な役割を担うよ

うに書かれているが、これは市が主体だからここまで書いておいてよいという認

識か。 

（委員） 

「ゆめテクノ伊賀」は、三重大学の農業関連や食品関連に特化した施設である。

現状では、医療・福祉機器等の製品開発は行っていないと思うのだが、実際は

どうなのか。そのあたりの整理が全体として甘いと感じる。今回付け加えられ

た「安心・安全な製品づくり等をめざし」という部分は大丈夫だと思うが、「医

療・福祉機器等の製品開発」という部分は適切ではないように思う。 
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（委員） 

三重大学がやっている施設のことか。 

（委員） 

三重大学と伊賀市文化都市協会が共同で行っている。 

（委員） 

伊賀市文化都市協会は、委託を受けて事務局をしているだけである。実際の研

究と運営は三重大学が行っている。 

（委員） 

市当局は、どれくらい積極的に関わっているのか。 

（事務局） 

直接担当しているのは、商工労働課である。共同研究の中での検討会議には一

緒に入らせていただいており、直接的には伊賀市文化都市協会に管理を委託して

いる。「ゆめテクノ伊賀」に関しても、補助金で運営補助を行っている。確かに、

現在は医療・福祉機器等の製品開発はしていないと思うが、今後、「みえライフイ

ノベーション総合特区」を「ゆめテクノ伊賀」を拠点に進めていこうという計画

になっているということで、このような書きぶりにしている。 

（委員） 

つまり、今は医療・福祉機器等の製品開発はしていないが、今後の目標として

掲げておくということか。内情を知っているので、「ゆめテクノ伊賀」はこんなに

すごいところだっただろうかと疑問に思ったのだが、今後の目標ということで了

解した。 

産業に関することは、国や県の管轄であれば、ほとんどが「管轄が違います」

ということで終わっているのだが、86 ページの「再生の視点」で「企業内での人

材育成などを促進します」と書いてある。伊賀市ではそこまでできないので、「人

材育成などの促進を支援します」というくらいでよいと思う。具体的にお金を出

すとか、相談にのるといったことがあればよいのだが、おそらく何もしてないと

思うので、もし本当に促進するのであれば、何か具体的なことをしなければなら

ないと思う。 

103ページの脚注の「市道改良率」について。市道は狭い道路が多い。４ｍとい

えば自動車がぎりぎりすれ違える幅であるが、実情を見ると２ｍごとに待避所が

あってもよいと思われるところが多々あるので、「４ｍ」とはっきり書かないほう

がよい。書くとしたら、「４ｍ以上、あるいは適切な待避所を設けた道路」と書く

ほうがよい。 

105ページの脚注の「橋梁修繕対策実施率」について。市が管理している橋梁は

小さいものばかりなので、ここに書いてある「15ｍ以上の橋梁」というのは結構

大きい橋である。ここはもう少し小さくしてもよいのではないか。「１～２ｍ」く

らいにしたほうが対象範囲が広がってよいと思う。 
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以上が、読んで気になったところである。回答できるものはお願いする。 

（事務局） 

「市道改良率」と「橋梁修繕対策実施率」については、それぞれ求めている数

値があるので、今回は担当課のほうでこのような基準を出しているが、出し方に

ついて検討するよう担当課に伝えさせていただく。 

（委員） 

まだ精査されていない部分で気が付いたことを述べさせていただくので、回答

は次回で結構である。資料９の 81ページ、「個店の機能強化と商店街機能の充実」

に空き店舗のことが書いてあるが、その成果指標名が一般の市民には少しわかり

づらい。行政用語として使われている言葉ならよいが。例えば、「商店街等の空き

店舗の減少率」について、確かに指標の説明は詳しく書いてあるが、減少率が

100.0％というのは、空き店舗がなくなったと解釈するのが一般的な市民感覚であ

る。成果指標名は「商店街等の空き店舗の減少」で止めておいたら、現状値が 100

とした場合、平成 28年度には１割減少するということがわかる。このあたりの書

きぶりを検討していただきたい。 

同じく、84 ページの成果指標「製造業に係る付加価値額の伸び率」について。

伸び率が 100.0％ということは倍になったと受け取れる。しかし、よく読むと、伸

びたのは 4.4％である。同様のことが他にもあるので、書きぶりを検討いただきた

い。 

24ページの成果指標について。例えば、「要精密検査者で胃がんの発見された人

の割合」の現状値が 4.6％、目標値が 6.0％となっているが、この意味をどう解釈

するか。「再生の視点」に「受診勧奨を積極的に行います」とある。たくさんの人

が受診したから胃がんの発生割合が増えるということは、通常ないはずである。

発生した人の数は増えるが、確率論的に率は同じはずである。率が増えるという

ことは、胃がんになっている人が増えるか、検診の精度が上がり、今まで見落と

されてきた病変が発見されるようになったかのいずれかである。「再生の視点」と

成果指標の整合性がとれていない。市民にがん検診をたくさん受けてくださいと

いう施策であるが、その成果として、がんを発生した人の割合が増えるというの

はおかしいと思う。 

 

（会長） 

「（仮称）再生計画」という名称について、これは仮称である。どのような名称

がよいか、次回までに各自で考えてきていただきたい。 

（事務局） 

できれば、この場で名称について協議をして、方向性を出していただきたい。 

（委員） 

この名称では具合が悪いというような議論があるのか。 
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（事務局） 

「再生」という言葉には、いろいろな意味がある。一般的には、まったくだめ

なものを生き返らせるという意味合いで使われることが多いが、計画の冒頭に、

「これまでの取り組み方を改善し、ムダを省きながら効率的・効果的な市政運営

を行うことはもちろん、市民の期待に応えるべくスピード感を持って取り組むこ

と」と書いてあるように、この計画ではこういう位置づけであると謳っている。

しかし、いろいろな意見を聞かせていただく中で、これまでの伊賀市は本当にだ

めだったのか、そうではないだろう、良いところもたくさんあった、それなのに

なぜ「再生」という言葉を使うのかというご意見もいただいている。第１回の会

議で、名称については仮称であり、最終的には正式な名称にしたいと申し上げて

いる。計画の中身がほぼ固まってきたので、そろそろ計画の名称についても検討

をお願いしたい。 

（委員） 

了解した。私も、再生するつもりで取り組んできたのだが、確かに、これまで

やってきた方にとってはおもしろくない言葉である。「再活性化計画」にしたらど

うか。無難だと思う。 

（会長） 

他にどうか。名称の案を２～３ご提案いただきたい。 

（委員） 

計画名は長くなってもよいのか。「忍法まちづくりの術」。 

（委員） 

私は、そのままでよいと思う。市長は、これまでの伊賀市政はだめだというこ

とで市長になられた。現行の総合計画を途中で切って新しい計画を策定するとい

うことは、現行の計画ではだめだということである。今までのようなバラ色の計

画ではないということで「再生計画」とされたと思うので、その趣旨からすれば、

名は体を表すは別にして、そういう意気込みで取り組むということで、このまま

の名称でよいと思う。 

（委員） 

「伊賀市新計画」。 

（委員） 

これまでずっと「（仮称）再生計画」でやってきたので、このままでよいと思う。 

（委員） 

「再生計画」だと一度死んでいなければならないようなことをお聞きしたが、

私は「再生計画」という名称に違和感がないので、そのまま「再生計画」でよい

と思う。 

（委員） 

私も、どちらかと言ったらこのままでよいと思う。 
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（委員） 

平凡だが、「活性化計画」。 

（委員） 

伊賀市の潜在力のところで、「今や伊賀市の再生が待ったなしです」と宣言して

いるので、「再生計画」のままが一番よいと思う。 

（委員） 

私も、「再生計画」。 

（委員） 

同じく、これまで「再生計画」できているので、そのまま「再生計画」。 

（委員） 

「勇気と覚悟を持った再生計画」。 

（委員） 

「再生計画」でよい。今、名称を変えるのはどうかと思う。 

（委員） 

「再活性化計画」の「再」を取って「活性化計画」、どちらも同じことである。

あるいは、「改新」。それと、現状を表して「人口減少対応計画」。単に「10年計画」。

まあ「再生計画」でもよいけど。ただ、反発も考慮しなければいけないので、今

言った中のどれかがよいと思う。一番無難な名称は、「人口減少対応計画」である。 

（会長） 

いくつか案が出てきた。これをたたき台にして、次回、名称を決めていきたい。 

 

６ （３）地区別計画について 

・資料 10について説明（事務局） 

（委員） 

私は、資料 10の２枚目の真ん中のパターンがよいと思う。名張市の某地区の例

だが、地域の住民が集まった会があり、まちづくりとして桔梗が丘地区のため池

と山を崩してグラウンドにする、そのほうが安全だという結論を出したことがあ

る。その時は、市ができないと拒否をした。20年前の上野市の総合計画を見ると、

上野市だけで人口 20万人を目指しており、高速道路を東西南北に走らせて、新幹

線を誘致し、南部丘陵に大住宅団地と大工業団地を造るという、まったくデータ

を無視した計画を立てていた。また、広島のある村では、わが村は明治憲法に従

う、日本国憲法には従わないという決議をしたところがある。地域住民の中にし

っかりした人がいたらよいが、そうでないと、とんでもない計画を立ててくるの

で、やはり行政がきちんと関わらないと活かせる計画ができないと思う。従って、

きちんとしたデータを基に実効性のある計画を立てるには、真ん中のパターンが

よいだろう。 

（委員） 
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自治協に入っている関係上、自治協の実情をお話しさせていただく。ホームペ

ージを見ていただくと、すべての自治協の計画が出てくる。私の上野西部地区で

は、当初作った計画がそのまま変更なしで、今も生きているという状況である。

その計画をどのように作ったかと言うと、上野西部地区の自治協は６つの部会に

分かれているが、その部会ごとにまちづくり計画の案を出して、それらをただ単

にまとめたものが地区全体のまちづくり計画になった。当初、各部会ではどのよ

うな計画を作ってよいかわからなかったので、ひな形を参考にこれと、これと、

これとというように、あまりにも安易に作った。今となっては反省点である。自

治協間の意識の温度差があり、真剣に考えて計画を作った自治協もあれば、ボウ

リング大会やもちつき大会など懇親的なイベントの開催が多いところでは、イベ

ントを並記するだけの計画になっているところもある。本当にまちづくりに活か

していくための計画を自治協が作るとなると、伊賀市からの指導がないと 38の自

治協が同じレベルの計画を出せるか疑問である。さらに、それらを集めて地区別

計画にするとなると、かなりおかしい計画になると思う。 

 

６ （４）今後のスケジュールについて 

・資料 11について説明（事務局） 

（会長） 

時間的な配分もあり、十分議論し尽くせなかった点もあろうかと思う。また、

本日ご欠席の委員もみえるので、言い尽くせなかった意見は、事務局へ文書でご

提案いただきたい。 

 

７ その他 

（事務局） 

追加意見は、今週金曜日（１月 24 日）の 17 時までに、メール、ＦＡＸ等でお

願いする。 

 

 


