
 1 

平成２５年度第１２回伊賀市総合計画審議会 議事録 

 

開催日時 平成２６年２月５日（水）14:00～16:50 

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） 

 市川 亮太（公募委員） 

 篠原 辰明（公募委員） 

 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） 

 中村 忠明 

 立田 彰子 

 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 10 回、第 11 回審議会議事録の確認について 

４ 第 11 回審議会質疑内容の確認について（資料１） 

５ 審議事項 

（１） 基本構想 答申について（資料２、３、参考資料） 

（２） （仮称）再生計画 最終案について（資料１、４、５、６） 

（３） 地区別計画について（参考資料１、２） 

（４） 今後のスケジュールについて（資料７） 

６ 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 17名、欠席者３名、条例第６条２項より成立 

◇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 
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◇議事録 運営規程第４条に基づき、坂本委員、市川委員を署名委員とする 

 

３ 第 10回、第 11回審議会議事録の確認について 

・特に意見なし 

 

４ 第 11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（１）基本構想 答申について 

・資料１を参照しつつ、資料３及び参考資料について説明（事務局） 

・資料２について説明（事務局） 

（委員） 

資料３の４ページのグラフ「伊賀市における市税の推移（予測）」や「伊賀市に

おける合併算定替による地方交付税（普通交付税）増加分の推移（見込み）」を見

ると、予算は毎年減少する予測になっている。しかし、行事を縮小するというよ

うなことは一切書かれていない。収入が減るのに、行事は減らない。新しい産業

や商工業、農林業の活性化などと言っているが、７年間でこの予算をカバーでき

るとは到底思えない。「引き続き、鋭意努力します」と書いてあるばかりで、「こ

の部分を重点的に減らします」というような内容は見られない。行政は、本当に

このようなことができると考えているのか。人口が増え、新しい産業が興るなら

話は別だが、そのようなことはどこにも書いてない。自信を持って「必ずできる」

と言えるのか。行政の考えを聞きたい。今でも多大な借金を抱えているのに、こ

れ以上借金を増やすのか。借金をしてまでしなければいけないものなのか。夢物

語を書いても仕方ない。税金を投入する以上、間違いなく実行できるという確証

が必要である。 

（事務局） 

初めにお話したと思うが、この計画は行政だけでする計画ではない。当然、行

政も含め、市民、団体、自治協などみんなで取り組んでいこうという計画になっ

ている。行政の役割は、この計画を実行できるようにしていくことだと考えてい

る。確かに、この先人口が減り、税収も厳しくなるだろう。そのような中で、税

収を増やすためにはどうしたらよいかということも、計画の中には盛り込んであ

る。これまで取り組んできたことを見直し、ムダを省きながらスピード感を持っ

てこれに取り組んでいくということでご理解いただきたい。 

（委員） 

５年後には伊賀市の財政は良くなっていると、市民はそう信じてもよいのか。

財政状況が改善しないのなら意味がない。政治家は、「できる」と言ってできなか
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ったら選挙で落ちる。行政は、自信を持って「できる」と言い切れるのか。 

（委員） 

私たちが諮問されていることを議題から外さないでほしい。これは、基本構想

の最終案である。前回までの案について意見を出す機会は、期限を区切って与え

られていたはずである。委員は期限までに意見を出しておられるのか。ご指摘の

グラフは、予算の推計値である。実際の予算はもう少し上下動がある。委員が言

われているようなことは、予算の推計の話ではなく、毎年のローリングの中で行

政が責任を持って予算を出し、それに対し議会が承認をし、決算することに関し

ての話だと思う。毎年のローリングの話については、この審議会では話し合って

いない。ただ、縮小しなければいけない仕掛けについては書き込んでいる。私た

ちの審議会では、前回の総合計画や他の計画に比べ、人口が減少することについ

てかなりの議論を重ねてきており、このままではいけないということは計画の各

所に散りばめられている。行政に対して、「良くなるのか」と突き詰めて問うのは

酷である。良くなるかどうかは誰にも言えない。その中でやっていくのが行政の

仕事であり、市民はそれを見ていかなければいけない。この審議会では、これ以

上のことはできない。 

（委員） 

十分盛り込んであるという理解でよいのか。 

（委員） 

私は外部学識者枠でこの審議会に参加しており、様々な総合計画を見てきてい

るが、この計画はかなり勇気と覚悟を持った内容になっていると思う。人口減を

きちんと打ち出しており、公共施設に関しても減らしていくということを明言し

ている。少なくともこれで本気になって職員と議会が取り組めば、厳しいが持続

可能であるという印象を持っている。これ以上のことを行政職員に迫るのは酷で

ある。 

（委員） 

そこまでは要求しないが、この原案を作成したのは行政である。行政はそのこ

とを十分考えて作成したのか問いたい。 

（委員） 

時々、議会で委員が言われるようなことを言う議員がいる。ただ、市長に「で

きる」と言わせることは、意味のないことである。これまで 12回審議してきた中

で、詳しく指摘してないと駄目である。今頃、そのようなことを言っても意味が

ない。できるという前提で 12回審議をしてきたのではないか。今更、全部否定し

てはいけない。 

（委員） 

全部は否定していない。今まで何度も質問してきたが、何度読んでもわからな

いと言っているのだ。 
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（委員） 

委員は、時々議員のような発言をされるが、審議会ではあまり意味がないと思

う。別の場で是非お願いしたい。 

（委員） 

わかった。 

（会長） 

基本構想の中で産、学、官、民間の連携が謳われているように、行政だけでな

く、我々も連携の中に入っているという前提でこれまで審議を進めてきたので、

そこを踏まえていただきたい。 

（委員） 

まず確認しておきたいのは、資料５の１ページに「伊賀市政再生のための指針」

の一番大事なことが書いてあるということである。予算が減り、補助金が少なく

なる中で、伊賀市がどのように市政運営していくか、それが最も重要なポイント

である。ここには、これからは分権型のまちづくりを推進していくと大きく謳わ

れている。つまり、これからは税金だけで市の運営をするのではなく、市民、自

治組織、市民活動団体、行政といったあらゆる主体が連携、協力をしていかなけ

ればならないということである。委員が言われるように、予算がないからどうこ

うというのは、この場の議論ではない。この方向性や精神をきちんと押さえてお

かないと、審議会が今までやってきた意味がない。 

（会長） 

答申の文案には、会長コメントとして、人口減少や財政縮小という言葉を盛り

込ませていただいた。市民目線で審議を進めてきたということもわかっていただ

けるように、前回の答申案の文面に少し付け加えさせていただいたので、それも

併せてご了承いただきたい。他にご意見がなければ、この文案をもって市長に答

申をする。最終的には住民自治協議会からの意見も合わせての検討になるが、審

議会としての答申はこの案でまとめとしたい。日程調整をして、私から市長へ答

申を行うので、その点もご了承いただきたい。 

（一同） 

異議なし。 

 

５（２）（仮称）再生計画 最終案について 

・資料１、４を参照しつつ、資料５、６について説明（事務局） 

（委員） 

資料５の 57ページ「再生の視点」に「生物多様性などの」という文言があるが、

「生物多様性」は名詞として使われることはあまりなく、形容詞に近い言葉であ

る。「生物多様性の維持を目標に環境保全意識の高揚や啓発を進め」とすると、す

っきりする。 
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98 ページに「都市計画区域の再編と統一した制度設計の方針決定」という活動

指標があるが、これは以前からあったものか。意味がよくわからないので、欄外

に説明が必要である。同じく、99 ページの「都市公園安全安心対策緊急総合支援

事業」についても、欄外に説明が必要だと思う。その下にある「公園施設長寿命

化計画」という言葉も以前はなかったように思うが、これについても欄外の説明

が必要だろう。 

104ページの「２.道路環境の維持・向上」の「現状と課題」に、「本市が管理す

る橋梁 1,706橋の内 2030（平成 42）年度には 75％の 1,285橋が建設後 50年以上

となり」とあり、105 ページの欄外には「市が管理する橋長」、これは「橋梁」の

間違いであるが、「市が管理する橋梁の内橋長 15ｍ以上の橋梁 250橋について」と

ある。「1,285 橋がなぜ 250 橋になるのか」と疑問に思う人もいると思うので、ど

こかに説明を入れておいたほうがよいだろう。 

132ページの成果指標「伊賀市青少年育成市民連絡会議推進大会参加者数」は、

以前は参加児童数を目標にしていたものを参加する保護者数のほうに目標を変え

たということだと思うが、その意図をご説明いただきたい。 

（事務局） 

指標については、他にもいろいろご指摘を受けたので、すべての指標について

それぞれの所管部署で見直しをするようお願いした。成果指標「伊賀市青少年育

成市民連絡会議推進大会参加者数」については、今、手元に詳しい資料がないの

で、後ほど所管の部署に確認の上、回答させていただく。 

（委員） 

子どもの数なら問題ないが、大人の数は動員すれば増えるので、指標としては

好ましくない。 

また、144 ページの活動指標「『伊賀市史』発巻数」の数字がわかりにくい。１

年に１巻ずつ発巻するという理解でよいのか。 

（事務局） 

これは累計である。 

（委員） 

なるほど、つまり１年に１巻ずつ発巻するということか。理解した。 

資料６についても意見を言わせていただく。４ページの「二次救急医療体制の

確保」の目標と 14ページの「林業の活性化」の目標には共通点がある。つまり、

平成 26 年度に現状分析をして、27 年度に課題を探して、28 年度に実行するとな

っている。これを素直に読むと、１年間かけて現状分析をして、更に１年間かけ

て課題を探って、３年目にやっと実行に移るということになる。これは目標とし

てあまり好ましくない。平成 26 年度中に現状分析をして検討し、実行する。27

年度には分析を進め実行し、28 年度には更に分析を重ね強化するという目標にし

たほうがよいだろう。このままでは強い批判を受けると思う。 
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104ページと 105ページの橋梁の数についてはどうか。1,285橋が 250橋になる

理由をこのページのどこかに書いておいたほうがよいと思う。 

（事務局） 

これは、本市が管理する橋梁は 1,285 橋あり、そのうち橋長 15ｍ以上のものが

250橋あるということである。 

（委員） 

なるほど。それなら、15ｍ以上に絞った理由を書いておいたほうがよい。市内

では２～３ｍの橋でも劣化しているものを多く見かけるので、説明は必要である。 

（事務局） 

優先的に補修を行う範囲として 15ｍ以上の橋梁という設定がされている。 

（委員） 

それなら、「優先」という言葉を入れておいたほうがよいだろう。 

（委員） 

河川にはランクがあるが、橋梁にもランク付けはあるのか。 

（委員） 

何ｍ以上のものはガードレールを付けなければならないというような決め事は

あると思うが、委員はご存じないか。 

（委員） 

橋梁の強度や幅などによって区分があるかもしれないが、詳しいことはわから

ない。国土交通省などで見直すべき対象の基準が示されていると思うので、そう

いうものを説明書きで付け加えたらどうか。 

（委員） 

やはり、なぜ 15ｍ以上なのかについて、わかりやすい説明を入れておいたほう

がよいと思う。 

98、99ページの難しい言葉についてはどうか。 

（事務局） 

注釈を入れることにする。 

（委員） 

農林業の重点プロジェクトの目標設定は、取って付けたようなものが多いよう

に思う。資料６の 13ページ「菜の花プロジェクトの推進」について、商工連携と

して伊賀市がこれまで積極的に取り組んできた事業なので、今後も続けていきた

いというのはわかるが、プロジェクトの是非を問わず面積だけ増やしていこうと

いうのはいかがなものか。チェック機能は必要だと思う。ＢＤＦ（バイオディー

ゼルフューエル）自体の是非もそうだし、観光・農林業連携プロジェクトなのに、

菜の花と観光が繋がっていないこともどうかと思う。また、その下の「農林業資

源を活用した新事業の推進」では、新しく起業する取り組みへの支援と商品開発

への支援が書かれているが、目標設定は後者に関してしか書いてない。起業への
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支援についても、何らかの目標設定が必要である。観光に関する目標設定は、ビ

ジュアル的に考えると大体どういうことをするのか想像がつくが、農林業の目標

設定は、そもそも目標設定と言ってよいかどうかも微妙である。まず初年度は工

業者と農家を繋ぎ、次の年は販売をするためのプロモーションをする、３年目は

ブランドとしての定着を図るということだが、それらはやはり同時進行でしてい

くようなことだと思う。 

また、「人・農地プランの推進」の目標設定は「人・農地プラン作成集落カバー

率」となっているが、集落の大小もあるし、複数の集落を束ねて作成することも

あるので、集落の数ではなく面積で見るほうがよいと思う。 

次の「多様な担い手の育成・確保」については、集落営農組織や新規就農者、

外部からの参入企業も含め多様な担い手ということだが、目標設定は集落営農組

織を増やすことしか書いてないので、これは問題である。 

（委員） 

13ページに「バイオディーゼルの実情を分析しつつ」と入れたらどうか。 

（委員） 

バイオディーゼルの使い方にまで踏み込んだほうがよいと思う。今は、作って

終わりというようなところがあるので、繋がっている感じがしない 

（委員） 

はっきり言って、菜の花より胡麻のほうが収益は大きい。綿のほうが大きいか

もしれない。菜の花だけに限らなくてもよいのでは。 

（委員） 

ここでの目標設定は、面積より収益性のほうがよいと思う。集客して菜の花を

見に来る客がいてもよいし、菜種油を売った収益でもよいので、収益に繋がって

いることがわかるような形にすべきである。面積が縮小しても収益は増えること

があるので。 

（委員） 

「ＢＤＦ（バイオディーゼルフューエル）の検討を続けます」という文言を付

け加えたらどうか。 

（委員） 

重点プロジェクト全体を通して言えることだが、目標設定についてはもう少し

しっかり検討する必要があると思う。例えば、４ページの「二次救急医療体制の

確保」の目標設定を見ると、これらは毎年毎年やっていかなければならないこと

である。それを１年ごとに分ける意味があるのだろうか。次ページの「応急診療

所の運営」の目標設定は、毎年同じことが書いてある。 

（委員） 

資料６の 12 ページ「（仮称）ふるさとサポーター制度の活用」に関連して、現

在「ふるさと納税」の賛同者は何名くらいあるのか。せっかくお金を出していた
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だいているので、納税者への待遇を手厚くすることで、彼らを通して伊賀市の良

さを発信していけたらと思う。 

また、資料５の 167 ページの「再生の視点」に「市域全体の防災拠点としての

機能がしっかり果たせるように」とあるが、最低限どのようなセクションがあれ

ば機能を果たせることになるのか教えてほしい。 

（事務局） 

「ふるさと納税」については、伊賀市においてもいろいろな方からご寄付をい

ただいている。納税者数は多い年で 10人くらい、少ない年は５～６人くらいであ

る。納税額もまちまちである。「ふるさと納税」をしていただいた方に対しては市

の広報紙を送っているが、市内の人への広報紙の送付は割愛させていただいてい

る。他の自治体では納税額に応じて特産品を贈っている事例もあると聞いており、

伊賀市においても、来年度から特産品を贈る方向で検討を進めている。 

「市域全体の防災拠点としての機能」については、様々なことが考えられる。

例えば、大震災が起こった時のために、３日間分くらいの備蓄品を備えることも

大事であるし、避難所としての機能を備えることも必要だと考えている。この場

では具体的な回答ができないが、後ほど改めて回答させていただく。 

（委員） 

危機管理の担当部署としっかり相談していただき、ご回答をお願いする。 

（委員） 

資料６の４ページにある「地域ケアネットワーク会議」とは何か。脚注を読ん

でもよくわからない。「地域包括ケアシステム」と何らかの関連があるのか。 

また、「地域包括ケアシステム」は重点プロジェクトの取組内容の一つであるが、

厚生労働省では 2025年を目途とした構築を推進している。だから、ここの「施策

の内容」は中間的な内容に留まっており、３年間で目指す成果という重点プロジ

ェクトの説明にはなっていない。要するに、重点プロジェクトならば、３年間で

これだけの成果を出すということが書かれていて当然であるが、2025 年の構築を

目標にしたシステムなので、その途中経過しか書かれていない。大事な施策であ

るが、重点プロジェクトとしてこの程度の説明でよいのか。 

（委員） 

３年間の成果はこの書き方で特に問題ないと思う。2025 年は最終の大きな目標

という認識でよいのではないか。 

（委員） 

ただ、「『伊賀市がめざす地域包括ケアシステム』の姿を示します」というのは、

中途半端な表現に思う。誰がどういうところで姿を示してくれるのか。行政が案

を示すだけなのか。 

（委員） 

この問題は、終わりそうで終わらない問題である。永久に進化し続けていかな
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ければ仕方ないものである。だから、文言としてはこの程度でよいと思う。 

（委員） 

確かに「地域包括ケアシステム」は国の施策であり、ここに書いてある通りで

あるが、私もこれを読んだ時に「地域ケアネットワーク会議」と「地域包括ケア

システム」の関係がよくわからなかった。「地域ケアネットワーク会議」について

は、資料５の 38ページに「地域ケアネットワーク会議設置数」として数値目標に

は挙がっているが、重点目標のほうには表れていないのでよくわからない。 

また、資料６の７ページの指標は非常にわかりにくい。「福祉総合相談のしくみ」

や「自助・互助・共助のしくみづくり」がカギ括弧の中に入っており、特定の施

策のように思えるのだが、その説明が資料５にない。「福祉総合相談のしくみをつ

くり、総合相談を実践します」と書くべきところをわざわざカギ括弧を付けてい

るので、施策名がわかっている人にはこれでよいかもしれないが、そうでない人

にはわかりにくい。「自助・互助・共助のしくみづくり」も注９を見ると、2013

年度から始められているもののようだが、その内容は資料５を見ても、資料６を

見てもどこにあるかわからない。特に「自助・互助・共助」はキーワードになる

ものなので、資料５と資料６で施策の位置づけをきちんと書き分けてもらいたい。 

資料６の「医療・地域福祉連携プロジェクト」の指標もわかりにくい。特に、「取

組内容①」と「取組内容③」の指標は、発展していく内容になっていない。例え

ば、「取組内容①」なら「削減を目指す」というのが最終目標ではなく、削減を目

指すために現状分析や課題解決のための動きがあるので、目的とやるべきことを

きちんと分けるべきである。「取組内容③」も同様である。「将来の医療体制に係

る、方向性の検討を行います」ではなく、方向性を出すために実態調査をして、

調査に基づく検討を行うので、2016年度には方向性を打ち出さなければいけない。 

また、「着地型観光」がキーワードになっているようで、資料６の９ページの欄

外にその説明がある。地域住民が潜在的な資源を発掘しながら、つまり、自分た

ちのまちの良さを見直しながら、地域外の人にも紹介していくというイメージで

「着地型観光」の話を進めてきたと思うが、この９ページの注 10の定義でよいか

どうか。「着地型観光」に関しては、資料１の５ページに「着地型観光＝観光客を

受け入れる側が、観光商品を開発し販売する事業」と書いてあるが、これは一般

的な定義としてもどうかと思うし、重点プロジェクトの定義とも合致しない。キ

ーワードになる言葉はきちんと定義をして、本文とパブリックコメントへの回答

の整合を図ってもらいたい。 

（委員） 

「着地型観光」の定義については、それぞれ主体となる立場が異なると思う。

資料１の５ページは、市全体、まち全体としての書き方であり、資料６のほうは

市民が個々に何をしなければならないかということについて書かれている。どち

らも間違っていないと思う。 
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（会長） 

「着地型観光」という言葉は最近よく使われており、先日も、これから着地型

観光を戦略として進めていくという講演会があったところである。「着地型観光」

の定義をしっかり固めて、市民目線のわかりやすい書きぶりにしていただきたい。 

（委員） 

資料６の 10ページに「体験・学習型メニュー」という言葉がある。私は、どち

らかというと勉強嫌いなので、「学習型」という言葉にアレルギーがある。確かに

「体験・学習型」という言葉はよく聞くが、私は「参加・体験型」という言葉の

ほうをよく使う。伊賀市のコンテンツの中で俳句が非常に大きなウエイトを占め

ているにも関わらず、現状はあまり活用できていない。これまで、芭蕉や俳句に

関して様々な発信をしてきたが、どうも「学習型」に偏り過ぎているように感じ

る。放っておいたら、より一層「学習型」に偏っていくだろう。そうすれば、現

状は何も変わらない。だから、あえて「参加・体験型」という表現にしたほうが

よいように思う。 

（委員） 

資料５の 137ページ、「主な事業」の中から「多文化共生推進計画策定事業」が

削除されているが、外国人住民協議会の中で、多文化共生の拠点施設をつくるに

当たり、今年度は外国人対象のアンケート調査をして、その結果を基に「多文化

共生推進計画」の見直しを行うということで、市長にも提言をし、その方向で進

めていくということになっていたと思う。計画自体は策定するという理解でよい

のか。 

（事務局） 

担当課からは、「多文化共生推進計画」は審議会等を設置して計画を策定するよ

うな形式的な計画策定事業ではないので「主な事業」からは外すが、計画の策定

自体を取り止めるということではないとの説明を受けている。 

（委員） 

昨年末の話では、委員会を設置して計画を策定するということだったが。 

（事務局） 

担当課に再度確認させていただく。 

（委員） 

私は、成果指標の整理をするよう最初から言い続けているのだが、ずっと先送

りされているように思う。担当課による見直しはされているようだが、成果につ

いての考え方が統一されていないように感じる。大変難しいことは、私も経験か

らよくわかっているのだが、企画サイドで再度、本当にこれでよいかという議論

をしたほうがよい。市民が取り組みに対する成果を見るに当たり、わかりづらい

ものが多い。環境分野は数字が出やすいのでわかりやすいし、まちづくりの分野

も特に問題がないように思うが、医療や福祉の分野はわかりづらいものが多い。
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市全体として成果をどのように捉えるかということを再度見直すよう要望する。 

（委員） 

資料５の 167ページの「２.市庁舎の整備」について。新聞等では、庁舎整備の

方向についてかなり具体的な報道が出てきている。おそらく、この総合計画が出

来上がる頃には、議会での決議や市長の決断があり、新しい方向性が固まってい

るのではないかと思う。その時に、今の書きぶりでは時代遅れの計画になりかね

ない。現在の進捗状況を踏まえ、もう少し具体的なところまで踏み込んで書いて

おいたほうがよいのではないか。この問題は観光にも関わってくる。現庁舎の跡

地は、市の目玉になる素晴らしい立地だと思う。図書館もかなり集客力のある施

設である。新聞報道などで具体的な方向性が見えてきている中で、総合計画に盛

り込まないのはいかがなものか。 

（事務局） 

12月 25日に市長が方針を出させていただいた。その方針を達成するためにはク

リアしていかなければいけない問題がある。時期についても不透明な部分があり、

そもそも問題をクリアできるかどうかもわからない状況である。したがって、今

ここに書ける内容としては、これが精一杯である。 

（委員） 

もう目の前まで来ているのに、この書きぶりではどうかと思う。 

（委員） 

「中心市街地活性化２次計画」では、現在地を前提として議論をしていただい

ている。また、管財課が実施した市民アンケートでは、72～73％が現在地でよい

という回答だった。そのあたりも見ながら検討していかなければいけない。市長

の方針は出されたが、支所と本庁のあり方なども含め、更に議論を深めながら検

討していく必要がある。私も、この書きぶりが現時点での精一杯のものだと思う。 

（委員） 

この表現なら、どう転んでもいけると思う。 

（委員） 

現時点では、どう転んでもいけるような表現に留めておくしかないと思う。 

（委員） 

審議会で決める問題ではない。 

（委員） 

資料６の４ページに、地区外搬送と受入れ不能ケースを問題にしている文章が

ある。確かに、受入れ不能はあってはならないものである。しかし、地区外搬送

については、むしろ積極的に推進したほうがよいと考える。例えば、三重大学医

学部附属病院や天理よろづ相談所病院などに主治医がいる場合は、そちらにスム

ーズに搬送するほうが患者のためにはよい。したがって、地区外搬送と受入れ不

能ケースを同じように扱うのはよくない。 
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また、５ページの「１年間に２人の医師の増員」は書かないほうがよい。単に

研修医を増やそうと思えば容易いことである。必要な医師が来てくれなければ意

味がないので、「必要な医師の増員を目指します」という表現にしておいたほうが

よいと考える。 

（会長） 

まだまだ議論は尽きないと思うが、時間が限られているのでこのあたりでお許

しいただきたいと思う。「（仮称）再生計画」の名称については、前回ご意見をお

聞かせいただいたが、「（仮称）」を外して「再生計画」として市長へ答申したいと

考えている。いかがか。 

（一同） 

異議なし。 

（会長） 

資料５及び資料６について追加のご意見のある方は、２月 10日（月曜日）まで

に事務局にお示しいただくようお願いする。 

 

５（３）地区別計画について 

・参考資料１、２について説明（事務局） 

（委員） 

参考資料２について、この３市を選んだ理由を聞きたい。 

（事務局） 

「地区別計画」の３パターンのうち、真ん中の「地区別の振興イメージ・振興

方向」というパターンで計画を策定している事例として選んだ。他にも同じよう

な構成で計画を策定している市町村もあると思うが、私どもが把握したのがこの

３市であったということである。 

（委員） 

雲仙市のことはよくわからないが、名張市と八尾市についてはある程度わかる。

名張市は伊賀市に隣接しており、地域的にも文化的にも似通っているところがあ

るが、八尾市は河内の真ん中に位置しており、周囲は市に囲まれている。市内に

は大きな商店街もあり、大阪市という大都市に隣接している。八尾市のどういう

点を参考にしようと考えたのか。 

（事務局） 

「想定される『地区別計画』のパターン」として３つのパターンを挙げている。

１つ目は「地区別の重点事業（これまでの手法）」、２つ目は「地区別の振興イメ

ージ・振興方向」、３つ目は「協同による具体的取り組み」という３パターンであ

る。この中で、伊賀市では２つ目のパターンがよいと考え、この構成パターンで

計画を策定している３市を例として挙げさせていただいたということである。計

画の中身を参考にするということではない。 
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（委員） 

了解した。 

（委員） 

参考資料１の６～７ページに「地区別計画」の位置付け案があるが、住民自治

協議会が一番気になるのは計画の進行管理についてである。「地区別計画」が「再

生計画」の中に入るか、入らないかについて、市としてどのように考えておられ

るのか。単純に考えれば、「地区別計画」は各地区から出てくる「まちづくり計画」

を列挙した形になる可能性が高い。そういうものの進行管理をどこがどのように

するのか。住民自治協議会のスタッフの問題等も含めて、市の考えをお聞きした

い。 

（副市長） 

参考資料１の案は、市としてこうしたいという提案ではなく、様々な可能性が

ある中で全国の事例を整理したものである。まだ議論が熟していない途中である。

本審議会でのご意見も参考にしながら、支所機能のあり方と併せて、本年度末か

ら来年度にかけて議論を深めていきたいと考えている。 

（事務局） 

「地区別計画」は、地域と行政とで進行管理をしていく形を想定している。そ

の点は、２つの案に違いはないと現段階では考えている。 

（委員） 

「位置付け案②」では、地域はある程度独立しており、地域としての考えを持

っているという印象である。したがって、まだ住民自治協議会そのものが確立し

ていないうちは、「位置付け案②」は時期尚早だと思う。まずは、「再生計画」の

中に「地区別計画」を位置づけるべきである。 

（委員） 

両案とも、地区の基本は支所単位となっている。合併後人口が減り、年齢構造

や産業構造も変わってきている中で、いつまでも支所単位と言っておらず、別の

区分を考えたらどうか。例えば、基本構想の「土地利用の方針」にある「森林ゾ

ーン」「農住ゾーン」「市街地ゾーン」という分け方も一つである。 

（会長） 

ご意見として承っておく。 

（委員） 

「位置付け案①」は、「再生計画」の一部分として別途「地区別計画」を再整理

する形だと思う。この図からは、各支所が中心となってマネジメントしていくイ

メージが見て取れる。各支所単位で、地域の特性に応じた事業を全体の中で位置

づけていくというイメージである。一方の「位置付け案②」は、各地区が「再生

計画」の具体的な内容を見て、自分たちの地区の方向性に合った事業を取り入れ

ていくイメージである。この場合、支所は微妙な位置づけになる。住民自治協議
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会が主体となり、支所がそれを支援しつつ本庁が進行管理をするイメージである。 

（委員） 

旧上野市の上野住民自治協議会や旧青山町の青山町住民自治協議会というもの

があるのか。 

（事務局） 

連合会はある。 

（委員） 

「地区別計画」は、旧市町村単位になるのか。結構広い範囲であるが、意見集

約などは具体的にどのようにするつもりか。 

（事務局） 

各支所単位で、住民自治協議会の集まりとして地区連合会という組織がある。

ここで、各住民自治協議会の「まちづくり計画」を集約することになる。 

（委員） 

市民アンケートの結果と住民自治協議会の回答が食い違っていることがある

が、これは年齢層の違いである。市民アンケートは無作為に各年齢層の意見を求

めているが、住民自治協議会の理事は高齢者が多い。その違いである。そうした

場合、旧市町村単位では少し範囲が広い気がする。雲仙市や名張市、八尾市の計

画の単位はもう少し小さい。名張市のように、意見集約に当たっては市がある程

度の決まりを指定しておいたほうがよい。原則として誰でも意見を言えるように

しておくべきである。住民からの意見を拒んではならない、自治会費を払ってい

ない人の意見を拒否してはならないというように、広く意見を求めるのが望まし

いとしておかないと、一部の住民の意見だけで計画ができてしまったり、どの地

区も似たような計画ができてしまったりという懸念がある。したがって、「地区別

計画」は旧市町村単位ではなく、名張市のように中学校区単位くらいにしておい

たほうがよいと思う。 

（委員） 

私は、旧伊賀町の柘植地区在住である。旧伊賀町は３つの地区に分かれている。

これは委員が言われるように中学校区単位である。旧上野市と旧郡部では住民自

治協議会のあり方が違うので、市が絵を描いて、ＡかＢか選べと言われても難し

いだろう。まずはそれぞれがどのような活動をしているか把握する必要がある。

旧伊賀町の３つのまちづくり協議会では、それぞれ会長がおり、５つの部会で政

策方針を決めてやっている。行政からの命令ではなく、あくまでも協議会が自主

的に年度ごとの方針や役員を決めて運営している。まさに、住民自治協議会や住

民団体が「分権型まちづくり」として「市政再生の方針」に沿って動いている形

である。旧伊賀町は人口約 10,000人で、３つに分かれるとそれぞれ約 3,000人、

世帯数は約 1,000戸でちょうどよい単位である。「地区別計画」は誰に権限や責任

があって、誰が上司で誰が部下でということになると非常にややこしい。行政職
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の支所長が地区のことをきちんとまとめる、それを各地区において民間で選ばれ

た理事長や会長が運営をしていく。市とまちづくり協議会はどのような関係にな

るのか。集中や分散などいろいろなことを考えると、私は、現状で行っている地

域振興計画のレベルを上げるべきだと考える。確かに、まちづくり協議会の役員

は定年退職をした人が多いが、現在、女性や若い人をまちづくり協議会に呼び込

もうと働きかけしているところである。成人式も、市の行事とは別に地区独自で

開催している。実際に地区で取り組んでいくのは住民である。「位置付け案①」か

「位置付け案②」の二者選択ではなく、もっと様々な意見をお聞きしたい。以上、

まちづくり協議会の一役員としての経験を踏まえて発言させていただいた。 

（委員） 

市の自治基本条例や私たちがこれまで議論してきた総合計画の基本的な考え方

は、市民が主体であるということである。これを基本に据えて議論していくべき

だ。行政がすべてを行うということになると、総合計画の考え方から外れてしま

う。これまで私たちが議論してきた結果が正しいとするならば、「地区別計画」も

住民が主体であるということを基本に据えなければいけない。先ほど住民自治協

議会に力がないという話があったが、住民が主体ということであれば、個々の住

民自治協議会が主体性を持って取り組む形を作り上げる必要がある。現状から無

理と決めつけず、自分たちでそういう形を作り上げるという考え方で進めたらど

うか。 

（委員） 

今後も支所機能は残されていくと思うが、支所ごとに住民自治協議会の数も違

うし、状況も異なっている。参考資料２の「これまでの『地区別計画』の問題点」

にもあるように、総花的なものではなく、地区ごとに重点的に取り組むものが違

ってもよいと思う。 

（委員） 

支所との兼ね合いがあるのは事実である。旧上野市の場合、上野南部地区住民

自治協議会のように人口が 10,000人を超える大きなところもあれば、小さい地区

もある。活動内容も自治協によって異なる。これまでは、上野地区としてそれら

をまとめて「地区別計画」が作られていたのだが、その是非の検討もお願いした

い。自治会は治外法権というか、他の自治会のことには口を出せないという話が

以前あったが、住民自治協議会についても同じようなことが言える。性格の違う

自治協を並べて「地区別計画」を策定した場合、総合的に計画をまとめ上げるこ

とが難しいような気がしている。 

（委員） 

「公正を期すために、島ヶ原地区と同等の単位に分けて『地区別計画』を策定

する」という表現にしたらどうか。 

（会長） 
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皆さんのご意見を今後に活かしたいと思う。合併時に、私が住んでいた村の村

長が「大きな支所、小さな本庁」という言葉を使われていた記憶がある。わずか

な期間に逆転してしまったようで、これも問題である。 

 

５（４）今後のスケジュールについて 

・資料７について説明（事務局） 

（事務局） 

「再生計画」の最終確認をするために、当初の予定にはなかったが年度内にも

う一回審議会を開催したい。会長や学識経験者の委員との日程調整の必要がある

が、今のところ、３月 10 日か 11 日の夜間を予定している。現段階で都合の悪い

方はいらっしゃるか。 

（委員） 

私は 13日を希望する。 

（委員） 

私は 11 日より 10 日のほうが都合がよい。ただし、早目に開催日をお知らせい

ただければ、調整も可能である。 

（会長） 

全員の都合の良い日というわけにはいかないので、ご了承いただきたい。 

 

６ その他 

（事務局） 

「（仮称）再生計画」については３月の審議会で最終の確認をお願いする。「基

本構想」についてはご確認いただいたということで、会長と日程調整をして、会

長から市長への答申をしていただくことになる。 

 

 


