
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
要否

該当頁

1 医療・福祉 武田委員 意見

1年間で2名の医師ということだが、何科の医師か。

事務局：具体的に何科ということではない。
松崎会長：医師2名増員の件はどうか。
中森委員：常勤医師が2名ということで、非常勤は沢山いる
が、常勤医師を増やしていくのは大変いいことだ。難しいこ
とだが頑張っていただきたい。
堀川委員：常勤医師2名を増やすのは、救急医療体制の確保の
目的か。何科の医師か明示してもらったほうが分かりやす
い。
中森委員：需要供給のバランスもあるので求める医師がある
かわからない。救急病院なので医師が増えて
事務局：2名については、重点Pの当初から書いている。意気
込みもある。科名まで書けるかどうか分からないが確認した
い。
会長：必要があれば修正してもらいたい。
武田委員：1年間に2名増やすという目標を立てたということ
で、無理やり2名増やすことにこだわることなく、市民のため
になる医師の確保をお願いしたい。

経営企画課 回答

現在、医師が充足している診療科が無く科別の記載を
することはできない状況です。入院患者を毎年１日あ
たり１０人ずつ増加する計画を立てており、そのため
には年に２人程度の医師の増加が不可欠なため人数を
掲載しています。

否 9

2 医療・福祉 武田委員 意見

センターを3つ作るのに、本当に充実させるためには単純に3
名必要。さらに2名なら必要があればいいが、実用に応じて書
きぶりを考えてもらったらいい。本当に救急医療センター、
がんセンターを作るのであれば、連れてくる医師が2名では足
りないのではないか。もっと具体的に書けるのであれば書い
たほうがいいし、書けないのであればもっとぼかしたほうが
いいのではないか。

経営企画課 回答

センター設置を踏まえたものです。センターの医師は
通常業務をしながらセンター業務を兼務する計画で
す。センター設置には医師の増員が不可欠ですが、各
センターに２人の専従医師が必要であるとは考えてい
ません

否 9

3 医療・福祉 谷村委員 質問

自治協答申P3、６コマ目。「・・また、研修医・・」研修医
を含めて医師確保2名と考えているのか。
事務局：2名は常勤医。
谷村委員：後期研修医も含まれているのか。
武田委員：研修医も常勤。市民病院が魅力ある病院と言うこ
とになれば研修医が集まってくる。後期研修医が引き続き常
勤医として勤務されえれば、常勤医2名にはいてくるのではな
いか。
事務局：詳しくは分からないが、医師確保について全力を挙
げていますということ。また、研修医についても、というこ
とであるので、2名プラス研修医と考えていると理解された
い。
中森委員：2日に1回市民病院に行っているが、研修医と思わ
れる医師の方が多いのではないか。会長：再度検討していた
だくということで、お願いしたい。

経営企画課 回答

研修医については、常勤と同じ勤務ができる者は常勤
医とみなす考えです。常勤医とは、正職員の医師と同
じ勤務ができる者と考えています。

否 9
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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
要否

該当頁

4 医療・福祉 武田委員 意見

がんセンターの設置。設置の検討に1年。設置に2年とある
が、早くしなければいけないのではないか。27年設置、28年
運用開始か、26,27年検討28年設置の方がわかりやすい。

経営企画課 回答

３つのセンターが直ちに、また同時期に稼動できるわ
けではありませんので、３つのセンターを２６年度中
に検討し、２７～２８年度に全センターを設置する計
画です。

否 9

5 医療・福祉 鈴木委員 質問

ＤＭＡＴのようなものを作ろうとしているのか。
事務局：上野市民病院が災害拠点病院の指定を受けているの
で必須。
鈴木委員：その時だけのものか
事務局：訓練もあるが、通常時は通常業務。使う道具までは
分からない。

経営企画課 回答

昨年１１月にD－MATを設置しましたので、研修や訓練
を重ね組織を強化していきます。

否 9

6
観光・農林
業

武田委員 意見

ＢＤＦを作るのはいいが、農業用に使うというのは、トラク
ターや軽トラに使うということか。何に使うのか。軽油より
高く臭いも煤も出る。発電に使うということならまだいい
が、菜種油は食べてしまったほうがいいと思う。「農業用に
利用」は消してはどうか。限定しないほうが良い。
松崎会長：ＢＤＦについて、「農業用」が要らないというこ
とだが。
篠原委員：菜の花は遊休地を利用した６次産業化の話だが、
又以降は別次元なので不要。あえて書くのであれば「農業
用」は削除すればいいのではないか。
堀川委員：「農業用」と書くというのは、課税の関係がある
のか。産業用等の燃料であれば税がかかる。
平井委員：景観のために栽培して、菜種油を給食等に使い、
廃油を農業用に循環するという考え方なのでこういう書き方
になったのではないか。経費が係るものであり、目的をはっ
きりしないと。循環を目的とした実践例を基にこのように書
かれているのではないのか。
岩崎副会長：「ＢＤＦ」の実情を分析しつつ」で全て含んで
いるので、「農業用に」を消しても問題ないのではないか。
資源循環モデルをつくることに意味がある。
松崎会長：「農業用」を削除することとする。

農林振興課 回答

「農業用に」を削除。

要 17
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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
要否

該当頁

7
生活
環境

相川委員 2 - 1 - 2 現状と課題 意見

避難行動要支援者について。１月１７日に防災基本計画変わった。現状と
合っているか確認してほしい。具体的には防災部局と福祉部局が名簿を共
有し、その情報を常に更新し、それを地域防災計画で指定する機関に予め
提供するというところまで踏み込んだ内容となっている。２０１１年当時
の登録方式は古くなっているのではないか。

総合危機管理
室

回答

国のガイドラインに基づき、平成22年
に策定した「災害時要援護者避難支援
プラン」については、同意・手あげに
よる登録、関係機関等への名簿の提
供、名簿情報の更新などを既に行って
おり、今回改正された災害対策基本法
に基づく「避難行動要支援者名簿」の
内容に沿ったものとして位置付けるこ
とが可能と考える。
ただし、既存事業と改正法による制度
の関係を明確にするため、「･･･災害時
要援護者台帳として整備を行っていま
すが、今後とも台帳の整備を進めると
ともに、･･･」⇒「災害時要援護者台帳
として整備を行ってきており、今後も
引き続き、災害対策基本法の改正に基
づく、避難行動要支援者名簿と位置付
け、名簿の整備を進めるととも
に、･･･」に修正。

要 50

8
生活
環境

武田委員 2 - 1 - 9 現状と課題 意見

「これらが市内で合流して木津川となり」とあるが、木津川はずっとある
のでおかしい。
また、洪水に悩まされてきたのは岩倉だけではない。代表例としてもおか
しい。

建設１課
建設２課

回答 57

9
生活
環境

武田委員 2 - 1 - 9 現状と課題 意見

「異状気象」は「異常気象」の間違いではないか。
建設１課
建設２課

回答
済

57

10
生活
環境

武田委員 2 - 1 - 9 現状と課題 意見

ゲリラ豪雨頻発していないし、洪水被害は台風被害しかないので、事実と
違う記述ではないか。 建設１課

建設２課
回答 57

11
生活
環境

武田委員 2 - 1 - 9 現状と課題 意見

「木津川上流域の」は、木津川上流しかないのでいらないのではないか。
建設１課
建設２課

回答 57

12
生活
環境

武田委員 2 - 1 - 9 現状と課題 意見

自治協答申への対応のいたるところで、「県の管轄なので」とあるが、P５
７本文では国、県の管轄河川について書いてあって、「実態件数」は市の
管轄の部分を書いている。実態件数について、市管轄の準用河川の件数だ
と括弧書きで書いておくべき。
事務局：再度確認し、対応したい。

建設１課
建設２課

回答

「浚渫実施箇所数」⇒「市の河川浚渫
実施箇所数」に修正。河川浚渫は準用
河川だけでなく普通河川の浚渫も行
なっているため、市の河川とする。 要 57

13
生活
環境

武田委員 2 - 3 - 4 成果指標 意見

「水道事業基本計画」について注釈が必要。１００％とするこの計画とは
何なのか。

水道総務課
回答
済

脚注を入れる。
「厚生労働省が策定している「新水道
ビジョン」を考慮して、現在の水道事
業が抱える課題を十分把握し、伊賀市
水道事業が将来目指すべき方向性を定
める全体計画。
」

要 66

「～これらが市内で合流して木津川と
なり、県境を越えて～古くから洪水に
よる被害に悩まされてきました。ま
た、近年では異状気象がもたらすゲリ
ラ豪雨の頻発から河川氾濫による浸水
被害が多発しています。河川との共生
を図っていくためにも、上野遊水地事
業、川上ダム建設計画、木津川上流域
の河道改修等による氾濫の未然防止を
図りながら、～」⇒「～これらが市内
で合流し、県境を越えて～古くから洪
水による被害に悩まされてきました。
河川との共生を図っていくためにも、
上野遊水地事業、川上ダム建設計画、
河道改修等による治水対策を図りなが
ら、～」に修正。

要
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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
要否

該当頁施策番号等

14
文化
地域づ
くり

谷村委員 6 - 4 - 4 成果指標 意見

自治センター化について、自治協からの答申では、各自治協も疑問が出さ
れている。成果指標の中に、平成28年度は一気に３８となっている。出来
れば27年度あたりに先行する市民センターとして、２とか３とか入れても
らってはどうか。中間的な目標をいれて、様子を見てよければ他も取り組
めるのではないか。
事務局：全ての指標について現状値と28年度の目標値を入れている。他と
もそろえている。
中村委員：文章で「順次」といれてと入れてはどうか。
坂本：「検討します」で３８はおかしい。「導入します」とすればどいう
か。目標に向かって努力している
事務局：「導入を目指します」ではどうか。
武田委員：３８は現在の数。全自治協が受託する指定管理にしないほうが
いい。必ずしも自治協で受託することがいいということではない。半分ぐ
らいにしてはどうか。実情を考えるべき。全国、名張市の実情を把握して
よく検討してほしい。
鈴木委員：協議会が受託できるようにではないか。
中村委員：指定管理についてどこまで理解されているか。とても簡単に出
来ない。実際にいくつかの指定管理を見ているとそれなりの人がいてやっ
ている。自治協でできるか。必ずしも成功していない。方向としては考え
ないといけないが。事務局でよく考えていただきたい。
松崎会長：各自治協の温度差もある中で、数値目標の判断を検討してもら
いたい。

市民活動推進
課

回答

｢導入を検討します。」→「導入を目指
します。」に修正いたします。
平成２８年度の目標値については、市
として全地区での導入を目指すことと
し、いただいたご指摘に配慮しながら
進めたい。

要 155

15
計画の
推進

堀川委員 7 - 1 - 2 現状と課題 意見

小さな本庁大きな支所。考え方は今後も行くのか。
岩崎副会長：合併協議の当初から言われていた標語だが、組織とか機能と
いうことで、支所に沢山職員がいるとか施設規模ということではない。支
所の規模は小さくなってきたが、地域担当職員をきちんと配置するとか、
自治協の支援強化をするなど。
中村委員：一般的には大きい小さいといえば規模と捉える。違和感があ
る。
堀川委員：ハードよりもソフト的な機能や権限ということで、やはりここ
の表現を変えないと議論が深まらない。
武田委員：上野と島ヶ原など規模が違いすぎるのではないか。
坂本委員：「地域内分権を支える支所機能の充実」なのだから、現状と課
題の最後を「魅力的な地域づくりのために支所機能の充実が求められま
す」と入れたらどうか。
岩崎副会長：タイトルに支所機能の充実とあるのに、規模の縮小が先に出
てきてしまうのでそれは入れたほうが良い。
堀川委員：その方が良い。でないと多核連携方ということが成り立たな
い。
平井委員：現状と課題の「しかし」があった方が意味が分かりやすい。消
したら何のことか分からない。規模は縮小したが機能は充実するというこ
とで対比したらいいのではないか。

市政再生室
総務課
市民活動推進
課

回答

「～「小さな本庁・大きな支所」を指
向しました。しかし、実際には～支所
の規模を縮小してきました。今後、さ
らに～魅力的な地域づくりが求められ
ています。」⇒「～「小さな本庁・大
きな支所」を指向しましたが、実際に
は～支所の規模を縮小してきました。
しかし、今後は、さらに～魅力的な地
域づくりのため、支所の機能を充実す
ることが求められています。」に修
正。

要 160
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意見
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-

－

参考

市政再生室
総務課
市民活動推進
課

具体的に何をするのか。
松崎会長：一番住民に近い支所の課題とは何か。
岩崎副会長：合併をしたため、全ての仕事が各庁舎で行われるわけではな
いが、最低限のサービスを支所で行う。自治協のアシストをしていく。そ
こにいる職員は市の業務を全て理解しているということが必要になる。
武田委員：具体的には、何課を作って何人増やすのか。
岩崎副会長：その必要はない。合併後全ての支所で同じ課構成を取って、
ミニ市役所化したがその後整理統合された。必要なのは、地域特性に応じ
た体制。ようやく整理がついてきた。
武田委員：合併市町村のなかで上野市だけが極端に大きい。市街地も農村
部も全部ある。それぞれに相当の権限を与えないと、このまま上野で地区
別計画を作っても非効率。全ての地域の支所の規模を島ヶ原並に統一して
おくべきだと思う。
中村委員：本庁に有る課が支所に全部あったが整理統合する際に、支所長
の責任と権限がはっきりしていない。自治協の部会の活動がしやすい組織
にするべき。すべてが支所にある必要は無い。色んなサービス機能を支所
において、地域と連携を取ってやっていけるといい。
松崎会長：中村発言に尽きる。
立田委員：それぞれの支所によって特色もある。皆さんのご意見のように
進めておらったらいい。
武田委員：上野支所はあるのかないのかわからない。旧上野住民にとって
は支所充実というのは良く分からない。
岩崎副会長：それが自治協と支所の関係を整理する上での課題になる。上
からの統治構造改革では今後の問題は乗り切れないと思う。
武田委員：上野支所だけあまりに巨大。
相川委員：地区別計画での議論。ここでは文言修正できない。

武田委員
計画の
推進

16 現状と課題2-1-7
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