
番号 委員名 該当箇所
意見
種別

ご　　　　意　　　　見 担当所属等 対　　　　応　　　　案
修正

検討要否
該当頁

1 谷村委員 Ｐ13 質問 ＩＳＯの説明である資料７は基本構想の中に入るのか。 事務局

Ｐ１３の脚注に入ります。資料７がそのままどこ
かに入るわけではありません。 否 13

2 中森委員 Ｐ13 質問

人口減少と税収減少、予算縮小ということで、その辺の具体的な表現、どうい
う取り組みがなされているのか説明してもらいたい。どこに具体的に盛り込ま
れているのか。

事務局

基本構想の「現状と傾向」の中で人口減少を大前
提として押さえています。その中で、ポテンシャ
ルも踏まえて３つの基本政策を掲げています。そ
うした前提の考え方の中で、細かな部分は再生計
画の各施策を進めていくということです。
人口を増やす政策という点については、雇用の場
の創出や、農林業や観光の取り組みによって市の
税収を上げていこうとか、または環境や福祉、防
災についての取り組みによって、人口減少社会の
中でより良い生活環境を作っていくということで
す。

否 13

3 相川委員 答申案 意見

人口減少などの厳しい状況についての強調のために、答申文書の中に「勇気と
覚悟」や「人口減少を深刻に受け止めて」といった内容を箇条書きで入れては
どうか。

（福田委員）
資料８は形式的な文書なので、あまりいろいろ書かないほうがいいのかなと思
う。
今までの審議を通じて、今までこのように議論を進めてきた、その中で人口減
少や環境についても議論を尽くしましたということで、会長コメントとして用
意されたらどうか。
（松崎会長）
伊賀市として積み上げてきた今までの経緯や議論の姿勢が反映された文章にし
たほうがいい。
（菊山委員）
文章だけでは、それを渡して終わりということになる。市長への答申の際に言
葉で伝えていただくのが大きいのではないか。報道も聞いている中で言えば、
新聞等により一般の人にも伝わると思う。

松崎会長

答申文案へは、私たちの意見が、もう少し具体的
にわかるような文案にしたい。

-

4 松崎会長 全般 意見

ＩＳＯ２６０００についての追記をした市の案については了承し、住民自治協
議会の答申を受けて修正が無ければこのまま答申としたい。

全員承認

否

第１１回審議会意見・対応一覧　（基本構想） 資料：１ 
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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

検討要否
該当頁

5 全般 相川委員 意見

【資料：４　Ｐ１　２)】
（パブリックコメントの意見・対応一覧の対応案への意見）

 重点プロジェクトのスケジュール、目標値について
　もっともな指摘であり「各分野別計画の中で示している」
という対応では不十分。（そもそも各分野計画の枠を出ない
ものであれば重点プロジェクトにする意味がない）総計だけ
を見ても意図が伝わるようにする必要があるので、こちらに
もきちんと書き込むべき。できれば目標値やスケジュールに
ついても上乗せや前倒しするよう再検討を。

事務局 回答

各関連施策ごとに目標値等を設定します。

要 7～16

6 全般 相川委員 意見

【資料：４　Ｐ１　３）】
（パブリックコメントの意見・対応一覧の対応案への意見）

安全・安心を重点プロジェクトに追加という意見
　考え方はこれでよいと思うが（不断の取り組みなので３年
限定の重点プロにはそぐわない）対応案の書きぶりで工夫が
必要。例えば第二段落の言い換え案として
　　「防災・減災対策は、いつ発生するか分からない災害に
備えて、市内外の住民、地域、各種団体、関連機関等との連
携・協力体制を強化し、不断の取り組みを続けていく必要が
あることから、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」とは進め方が異なると考えます。」

事務局 回答

「重点プロジェクトは、市民意識調査結果、特に市民からの
希望が多く、約８０％の人が優先的に取り組むべきであると
回答している「医療」及び「２０２５年問題」を見据えた「福
祉」に関する課題と、地域社会を活性化し、伊賀市の再生
を図るために、市長が特に掲げる政策である「観光」「農林
業」について、重点的に取り組むために設定しています。
ただし、２つの「重点プロジェクト」だけが重要なのではなく、
この「（仮称）再生計画」全体が、計画期間の３年間に取り
組むべき重要な施策・事業を示すものと位置付けて策定を
進めておりますので、ご理解ください。」
と対応案を修正します。

- 7～16

7 医療・福祉 相川委員 意見

【資料：３　Ｐ１　２）】
（タウンミーティング意見・対応一覧の対応案への意見）

〈対応案原文〉
「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。」
　　　　　　　　　　　↓
メンタルケアに関する対応案の６行目以降を以下に差し替え
「（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を構築するのは難しいことから、今
後、民間の力も借りながら、支援を手厚くしていけるよう検
討していきます。」

健康推進課 回答

ご意見のとおり対応案を修正します。

- 7～11

第1１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
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

8 医療・福祉 相川委員 意見

【資料：３　Ｐ１　３）】
地域包括ケアシステムの検討と伊賀モデルの対応区分は「回
答済」ではない。（その場では明確な回答はしていない）
今現在、どこまで検討が進んでいて（地域福祉計画との関連
も含め）総合計画にどこまで盛り込むのか、パブコメ回答段
階でも改めて答えるべきではないか。特にイメージ図につい
ては、総計審でもかなり以前から「これではいけない」とい
う意見が出ており、そろそろ伊賀市のモデル図を示してもら
いたい。

介護高齢福祉課 回答

地域包括ケアシステムについては、高齢者福祉計画に
おいて、高齢者を中心とする一定の理念図は示してい
ます。
しかし、２０２５年問題への対応も含め、全ての分野
を包含する伊賀市としての地域包括ケアシステムの考
え方を示す必要があることから、来年度、関係審議会
で議論いただけるよう準備を進めています。
本計画の印刷までに伊賀市版イメージ図がまとまれ
ば、差替えたいと考えています。

否 11

9 観光・農林業 相川委員 意見

計画の推進7-1-2に、「ふるさとサポーター制度」として、市
のアピールをするということが追加されたが、ここは行政の
情報を市民と共有するところだと思うので、市外に向けての
情報発信は観光の分野ではないか。情報共有より、まずは観
光の中での魅力発信の方がはまるのではないか。

（相川委員）
観光農林業の重点プロジェクトにも入れてはどうか。
（谷村委員）
重点プロジェクトに入れ、３年間の間に絶対ふるさとサポー
ター制度を導入すると、市として危機感を出すべき。
事務局）
既に観光大使という観光に特化したものがある。今回は、観
光に特化せず、伊賀市の全般的な情報発信。観光部門ではな
く、広報や企画調整の部門が担当するのではないかと考えて
いる。
（村山委員）
そもそも観光に特化した情報というのはあまり無いので、分
けている意味は無い。人に伝わって成果があるものになるか
ということが大事。

秘書広報課
観光戦略課
企画課

回答

 事務局や村山委員のおっしゃるとおり、伊賀市とし
て情報発信する分野は多岐にわたります。結果的に情
報発信の内容の中で観光分野が多くなる可能性はあり
ますが、情報発信を観光に特化することは、観光以外
の情報を求めている人々にとって利便性が低くなると
思います。
 そのため、分野別計画の中では、観光に特化した位
置づけとするよりも、原案どおり「情報化と広報機能
の充実」のなかに位置付けることとします。
 一方で、重点プロジェクトの「観光・農林業連携プ
ロジェクト」の「３年間で目指す成果」に「伊賀市の
ファンを増やし、市民も故郷のよさを再発見できるよ
うに情報発信します。」とあることから、同プロジェ
クトの「取組内容②　情報発信の推進の中で、「ふる
さとサポーター制度」の積極的な活用に関する文章を
追記します。

要 14
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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

10 全般 相川委員 - - 意見

【資料３ Ｐ３ ２）】
（タウンミーティング意見・対応一覧の対応案への意見）

成果指標の設定の仕方について、「多くのの項目について数値が増えてい
ますが、人口が減っていきますよという数値が強調されているなかで、全
ての目標値をなぜ、上げていかなければならないのか。
人口減少に伴い、目標値も下げていけば住民の参加意識も高まってくると
いう観点もあるのではないか。」との意見があった。
非常に重要な指摘（意見）なので対応策を書き込むべき。具体的に指標を
直す箇所／縮小の考え方など。

事務局 回答

ご指摘の考え方も含めて、現在、各担
当所属において、改めて設定指標の見
直しを行っています。

要 0

11
健康
福祉

相川委員 1 - 1 - 2
施策の方向と
主な事業

意見

【資料：４　Ｐ２　１）】
（パブリックコメントの意見・対応一覧の対応案への意見）

食育を幅広くという意見
「否」ではなく計画案の文言修正を。対応案に書かれている「（国の）食
育基本法」の前文がそうだから…という説明では、地方分権の時代に伊賀
市のタウンミーティングで市民から出た意見に対する回答にはなりえな
い。「盛り込めない」という明確かつ説得力のある理由がない以上、修正
に応じるべき。

【追加意見】
（武田委員）
資料３．５「食育」について。Ｐ２３の施策の方向。健康教育、健康相談
に「食育教育」と加えておいてはどうか。

健康推進課 回答

Ｐ22「さまざまな世代に応じた事業を
実施し」を「さまざまな世代を通して
運動・食育・こころの健康等の事業を
実施し」に修正します。
Ｐ23「その他健康に関することについ
て、正しい知識の普及」を「その他健
康に関することについて、運動・食
育・こころの健康等の正しい知識の普
及」に修正します。 要 23

12
健康
福祉

谷村委員 1 - 1 - 3 成果指標 意見

Ｐ２４．例えば「要精密検査者で胃がんが発見された人の割合」。どう解
釈するか。再生の視点の最後に「受診勧奨を積極的に行う」とあるが、確
率論的に、たくさん検診したからといって、胃がんになる人の割合が増え
るわけではない。胃がんの発生割合が増えるのは、本当に胃がんの人が増
えるか、健診の発見精度が上がる場合であって、がん検診の受信者を増や
すという施策からすると成果指標に整合性がないので再検討してほしい。

健康推進課 回答

体に不調（自覚症状）を感じて病院や
診療所で診療を受けた場合は、既にが
ん進行のステージレベルが高い割合が
多い。がん検診は、定期的に受診し
て、自覚症状がない早期に発見するこ
とで根治できる確立が高くなります。
そこで、定期的に受診して、その結果
が「要精密検査」と判定された人は、
がん進行のステージレベルが低い（早
期）状態で発見される割合が高いた
め、早期にがんが発見された人の割合
に修正します。

要 24

13
健康
福祉

相川委員 1 - 2 - 4
施策の方向と
主な事業

意見

【資料：４　Ｐ２　１）】
（パブリックコメントの意見・対応一覧の対応案への意見）

食育を幅広くという意見
「否」ではなく計画案の文言修正を。対応案に書かれている「（国の）食
育基本法」の前文がそうだから…という説明では、地方分権の時代に伊賀
市のタウンミーティングで市民から出た意見に対する回答にはなりえな
い。「盛り込めない」という明確かつ説得力のある理由がない以上、修正
に応じるべき。

介護高齢福祉
課

回答

要介護状態や寝たきりにならないため
の介護予防事業として、高齢者等への
食生活改善指導は重要であり、現在も
実施していることから、本文に追記し
ます。

要 35～36

第1１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）

施策番号等
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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

14
生活
環境

武田委員 2 - 1 - 9 全般 意見

【資料：４　Ｐ３　５）】
（パブリックコメントの意見・対応一覧の対応案への意見）

答えになっていない。「霊山山麓の急傾斜小河川の砂防対策」を重点策に
入れてほしいということだから、砂防は県事業だが、せめて、十分監視を
して県に相談したい、としてはどうか。
「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」について、堤防上の竹薮は護岸崩壊の防止や土砂堆積の防止に
なるからいいといっているのに、回答では障害物の除去として書いてい
る。「堤防上の竹林は積極的に保護し、河川敷内の（かせき）を侵すよう
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
たい」と書いてはどうか。

建設１課
建設２課

回答

山腹の崩壊や災害の助長に繋がらない
よう、地域とともに十分な監視を図り
ます。
河川内の竹林等については、現場の状
況に対応して地域、河川管理者と相談
しながら適切な管理を働きかけていき
ます。

に対応案を修正します。

否 55

15
生活
環境

武田委員 2 - 2 - 1 再生の視点 意見

【資料：１　Ｐ５　１）】
（第１０回審議会意見・対応一覧の対応案への意見）

「生物多様性と希少動植物の保護」についての対応案。「郷土の恵まれた
自然や身近な自然、水辺の保全や景観の保全」の中の一つという認識で書
かれているが、「生物多様性国家戦略」というのがあって、国家戦略の最
重要課題であり、認識が逆。郷土の恵まれた自然の中に含むのではなく、
それより先に書くべきこと。認識の間違いなので対応してもらいたい。

環境政策課 回答

ご指摘の内容を反映し、本文を修正し
ます。

要 57

16
生活
環境

武田委員 2 - 2 - 2 全般 意見

【資料：３　Ｐ７　９）】
（タウンミーティング意見・対応一覧の対応案への意見）

メガソーラーの安全性について。「・・・他の製造業者と同様の指導を行
います」で切っておけばいいが、「市が補償等を検討することはありませ
ん」まで書くのはどうか。「公害」ということばではなく「被害」でいい
と思うが、市民に被害があるのであれば「被害があれば検討していきた
い。」ぐらいは書いておいたほうがいいのでは。

環境政策課 回答

「・・・指導を行ないます。」と対応
案を修正します。

- 58

17
産業
交流

相川委員 3 - 1 - 意見

【資料：４　Ｐ４　１０）】
（パブリックコメントの意見・対応一覧の対応案への意見）

観光振興への提案
対応案の説明文▽着地型観光の定義＝「有料のもてなし事業」はこれでい
いのか▽サイクリングレースの提案に対して「名張市との調整」以外に、
伊賀市としてやれることはないのか▽「協同」は「協働」ではないのか

観光戦略課 回答

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」
と訂正します。（対応案の訂正）

サイクリングレースに限らず民間で有
料の観光商品を考案頂き、行政はPRな
どで協力するのがするのが基本と考え
ます。

「協働」に修正します。

否 75

18
産業
交流

堀川委員 3 - 3 - 3
再生の視点
施策の方向と
主な事業

意見

（堀川委員）
Ｐ８１．「商店街機能の充実」に、起業者を市内外から募りたいというこ
とを入れてもらいたい。

中心市街地推
進課
商工労働課

回答

Ｐ81「施策の方向」本文を
「市内外からの新たな起業者を支援す
るとともに、」
に修正します。

要 81

5 
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19
産業
交流

谷村委員 3 - 3 - 3 成果指標 意見

（谷村委員）
Ｐ８１．成果指標名。わかりづらい。指標の説明はあるが、一般市民から
すると、減少率１００％だと空き店舗がなくなったと感じてしまう。指標
名では「減少率」ではなく「減少」で止めておいて、解説で現状を１００
とするとあれば、まだ分かるかもしれない。

中心市街地推
進課
商工労働課

回答

成果指標名の表現を修正します。

要 81

20
産業
交流

武田委員 3 - 4 - 1 全般 質問

Ｐ８３．「ゆめテクノ伊賀」は随分重要な役割を書いているが、市がやっ
ているのか。
（村山委員）
ゆめテクノに入居しているのだが、三重大学が農業や食品に特化してやっ
ているが、医療福祉機器とうの製品開発はやっていないのではないか。こ
こは、その辺の整理が全体的に甘いのではないか。
宮嵜委員）
文化都市協会は事務局の委託ぐらいではないか。運営、研究は三重大学。
（武田委員）
市はどのような関わりか。

事務局
回答
済

直接担当しているのは商工労働課。ど
のくらいの関わりかというと、検討会
議には入っており、補助金等で運営費
の保持をしている。今後、三重ライフ
イノベーション総合特区の事業を、ゆ
めテクノを拠点として進めていくとい
うこと。

（武田委員）
今後の目標ということと理解する。

否 83

21
産業
交流

谷村委員 3 - 4 - 1 成果指標 意見

Ｐ８４。「製造業に係る付加価値額の伸び率」もわかりにくい。伸び率１
００といわれれば、倍になったのかと思ってしまうが、良く見ると４％増
えただけ。他にも何箇所か同様のわかりにくい指標がある。 商工労働課 回答

Ｐ84付加価値額を額面に修正します。
Ｐ88成果指標名の表現を修正します。

要 84

22
産業
交流

武田委員 3 - 5 - 1 再生の視点 意見

Ｐ８６、再生の視点「企業内での人材育成などを促進します」は、市はそ
こまで出来ないと思うので、「人材育成などの促進を支援します」として
はどうか。

商工労働課 回答

ご指摘の趣旨は、事業者の取り組みに
直接的な関与までは出来ないのではな
いか、ということでしたので、原案の
まま「促進します」に留めることが適
当と考えます。

否 86

23
生活
基盤

武田委員 4 - 2 - 1 脚注 意見

Ｐ１０３の市道改良率。「全幅員４メートル以上」のは、実情からすれば
２メートルで、ところどころ待避所があればいいのではないか。
Ｐ１０４．橋梁についても、もう少し小さくしてもいいのではないか。１
５メートルではなく、２メートルぐらいにはすべきではないか。そのぐら
いの対応は要るのではないか。

（事務局）
市道、橋梁については、求めるための数値があると思う。率の出し方も基
になるものがあると思うので、ご意見は担当課に伝えたい。

建設１課
建設２課

回答

道路幅員は、道路構造令（道路法にも
とづく政令）にて最小の車道幅は4ｍ以
上と規定されております。また、幅員2
ｍでは、車と人・自転車などが、安全
に対向することができません。
全ての橋梁を1度に補修が出来ないこと
から、現在15ｍ以上の橋梁を補修対象
としています。その他の橋梁について
は現在計画中の橋梁の補修完了後に検
討していきます。

否 103

24
生活
基盤

相川委員 4 - 2 - 3
再生の視点
施策の方向と
主な事業

意見

【資料：４　Ｐ５　１４）】
（パブリックコメントの意見・対応一覧の対応案への意見）

公共交通審議会の委員選定について
対応案の末尾に（委員としては増やせないが）、市民意見については別の
方法（パブコメや地区説明会）で吸い上げていきますという趣旨のことを
書いた方が良い

企画課 回答

ご意見のとおり対応案を修正します。

否 105

6 
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25
計画の
推進

村山委員 7 - 1 - 2
再生の視点
施策の方向と
主な事業

意見

市のアピールをするということが追加されたが、ここは行政の情報を市民
と共有するところだと思うので、市外に向けての情報発信は観光の分野で
はないか。情報共有より、まずは観光の中での魅力発信の方がはまるので
はないか。

（相川委員）
市からの一方的な情報提供ではなく、市民同士の情報共有について書き加
えて来た経緯があるので、ここに入っていても抵抗はない。まだ魅力を感
じていない市民とも意見交換をするということも大事な要素と思う。ただ
し、観光農林業の重点プロジェクトにも入れてはどうか。
（谷村委員）
重点プロジェクトに入れ、３年間の間に絶対ふるさとサポーター制度を導
入すると、市として危機感を出すべき。
事務局）
既に観光大使という観光に特化したものがある。今回は、観光に特化せ
ず、伊賀市の全般的な情報発信。観光部門ではなく、広報や企画調整の部
門が担当するのではないかと考えている。
（村山委員）
そもそも観光に特化した情報というのはあまり無いので、分けている意味
は無い。人に伝わって成果があるものになるかということが大事。ここに
残すのなら、市民に向けて魅力を共有する方向に修正してはどうか。

秘書広報課
観光戦略課
企画課

回答

（仮称)ふるさとサポーター制度の導入
の事業内容中、「活発化させ」のあと
に「、さらに市の魅力を市民と共有
す」を加えます。
事務局や村山委員のおっしゃるとお
り、伊賀市として情報発信する分野は
多岐にわたります。結果的に情報発信
の内容の中で観光分野が多くなる可能
性はありますが、情報発信を観光に特
化することは、観光以外の情報を求め
ている人々にとって利便性が低くなる
と思います。
本制度の「導入」については、原案ど
おりですが、重点プロジェクトで「活
用」について追記します。

否 160

26
計画の
推進

相川委員 7 - 1 - 2
施策の方向と
主な事業

意見

【資料３　Ｐ３　３）】
（タウンミーティング意見・対応一覧の対応案への意見）

出席できない人や未成年への意見聴取・反映
　総計7－1－2の情報共有と市民参加（とくに広聴）や7－2－4の進行管理
に深くかかわる問題提起なので、対応策を書き込んだ方が良い。

秘書広報課 回答

主な事業の　「市民への効果的な広聴
のあり方の検討」の事業内容の記載を
「市の活動に対して直接的・間接的に
影響の出る関係者を念頭に据え、意
見・ニーズを聴取する広聴機能のあり
方について、総合的な検討を行いま
す。」に修正する。

要 160

27
計画の
推進

相川委員 7 - 2 - 3
施策の方向と
主な事業

質問

　今回は総合計画を「政策・施策をマネジメントする計画」に位置付ける
とありますが、どのような進行管理になるのか（これまでとどう違うの
か）イマイチ分かりません。7-2-3の施策の方向と主な事業の中に「行政総
合マネジメントシステム（仮称）」とありますが、これはどういったこと
を想定しておられるのでしょうか？

市政再生室
回答
済

現状の総合計画の進行管理といたしまし
ては、行政評価（施策評価・事務事業評
価）と連携を図りながらも、別途、実施計画
のローリングによる予算重視による方向性
を示す進行管理を行っていました。また、
いずれも、前年度の施策や事務事業評
価、予算を基に行われており、当該年度の
現状が反映されにくく、一年前の評価、方
向性を基にした予算となっていました。
今後の第２次総合計画の進行管理につい
ては、行財政改革を含め、再生計画による
重点プロジェクトや分野別施策の進行管理
に一元化し、年度途中の中間評価を取り
入れ、できるだけ簡素で有効的なマネジメ
ントサイクルの構築に向けて、現在庁内で
検討を進めています。
すでに制定されている市の指針・方針の見
直しに加えて、新たに再生計画の計画の
推進の中に掲げている方針・指針につい
ても行政総合マネジメントシステムの中で
チェックし、常に改善するしくみの構築を目
指すこととしています。

- 166
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28
計画の
推進

相川委員 7 - 2 - 3 脚注 意見

Ｐ１６４では脚注でも、一般的なＰＤＣＡではなく、伊賀市としての行政
マネジメントシステムについて書くべきではないか。

市政再生室 回答

行政総合マネジメントシステムに関す
る脚注を下記のとおり追加します。

「総合計画の実現に向けた政策・施策
を効果的・効率的に進めるため、行財
政改革や行政評価の視点による進行管
理を行い、予算や組織運営に反映させ
る総合的な行政運営のしくみ。」

要 166

29
計画の
推進

武田委員 7 - 2 - 3
施策の方向と
主な事業

質問

「行政総合マネジメントシステム（仮称）」について、当局から説明して
もらいたい。

（福田委員）
進行管理の評価のためにシートを作り評価していくが、次年度の予算を作
るために、それとは別のシートを作成して、財政面で判断、評価してい
く。そうすると、事業や施策について実態の評価と予算措置がかみ合わ
ず、お金も人もうまく廻らない実情がある。そこで、計画の進行管理の面
とお金のかけ方の面とをトータルで判断して市の仕事を見直していこうと
いうこと。

市政再生室
回答
済

No28相川委員の質問と同一
現状の総合計画の進行管理といたしまし
ては、行政評価（施策評価・事務事業評
価）と連携を図りながらも、別途、実施計画
のローリングによる予算重視による方向性
を示す進行管理を行っていました。また、
いずれも、前年度の施策や事務事業評
価、予算を基に行われており、当該年度の
現状が反映されにくく、一年前の評価、方
向性を基にした予算となっていました。
今後の第２次総合計画の進行管理につい
ては、行財政改革を含め、再生計画による
重点プロジェクトや分野別施策の進行管理
に一元化し、年度の途中の中間評価を取
り入れ、できるだけ簡素で有効的なマネジ
メントサイクルの構築に向けて、現在庁内
で検討を進めています。
すでに制定されている市の指針・方針の見
直しに加えて、新たに再生計画の計画の
推進の中に掲げている方針・指針につい
ても行政総合マネジメントシステムの中で
チェックし、常に改善するしくみの構築を目
指すこととしています。

- 166

30
計画の
推進

堀川委員 7 - 2 - 3
再生の視点
施策の方向と
主な事業

意見

「２．市庁舎の整備」。伏線でコンパクトシティを形成するということが
あると思うので、文章中に入れてもらいたい。コンパクトシティのまちづ
くりの拠点としてという意味で、市庁舎のところに入れてはどうかという
こと。行政効率が上がるだろうということで申し上げた。

（中森委員）
コンパクトシティという言葉はＰ９５にあるので、あちこちに持ってくる
のは抵抗がある。表現を変えて機能的な小さくまとまった感じを入れては
どうか。
（坂本委員）
市庁舎をどうするかということについては、まだ議論があるところ。コン
パクトシティの拠点がほしいということで、現在の庁舎利用もあるが違う
あり方もある。今後、施策の実行の中で考えていく課題と思う。
（谷村委員）
コンパクトなまちづくりは、節約してほしいという意味合いで賛成。Ｐ１
６５再生の視点「・・・社会情勢の変化や、コンパクトシティのまちづく
りに柔軟に対応でき、・・・」としてはどうか。

管財課 回答

コンパクトシティについては、P97「4-
1-1.効率的で持続可能な都市構成を目
指した制度づくり」の中で、高密度で
効率的なコンパクトシティ の考え方に
基づく、上野地区の中心市街地とその
周辺を広域的拠点、各支所周辺を地域
拠点とする「多核連携型」のまちづく
りを、市の基本方針として記述してい
ます。
「市庁舎の整備」では、市民にとって
利便性が高く、将来に亘って活用して
いける市庁舎の整備について、記述し
ています。

否 167
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31
計画の
推進

相川委員 7 - 2 - 4
施策の方向と
主な事業

意見

【資料３　Ｐ３　６）】
（タウンミーティング意見・対応一覧の対応案への意見）

出席できない人や未成年への意見聴取・反映
　総計7－1－2の情報共有と市民参加（とくに広聴）や7－2－4の進行管理
に深くかかわる問題提起なので、対応策を書き込んだ方が良い。

企画課 回答

市民意見の聴取については、基本的に
7-1-2「情報共有と市民参加」の「２市
民参加の促進と広聴機能の充実」で示
しているあり方を踏まえながら、原文
にありますとおり、特に市民意識調査
を実施しながら、市民目線による総合
計画の進行管理を行うこととしていま
す。

否 170

32
計画の
推進

相川委員 7 - 2 - 4
施策の方向と
主な事業

質問

今回の再生計画の進行管理のところにはどの程度書けるのか。7-2-3や7-2-
4があまりにもあっさりしていると思うが。

（中森委員）
わかりにくいので、市民の方にわかるような評価検証が出来るしくみを
しっかりやってもらいたい。
（松崎会長）
一般市民にはわかりにくいところもあると思う。非常に大切なシステムだ
と思うのでしっかりと機能するようにしていただくと、少し変わったなと
思うようになるのではないか。

市政再生室 回答

現在のマネジメントで行おうとしてい
ることが、再生計画の中でちりばめら
れている形になっています。反映でき
るところがあるかどうかということに
ついては、事務局とも協議させていた
だきたい。

事業内容を、「総合計画に位置づけた
重点プロジェクトや分野別施策につい
て、前年度の市政の取組の評価を行
い、その結果を翌年度における市の行
政経営方針へ反映させ市民に公表しま
す。」に変更します。

要 170
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33 計画名称 意見

（松崎会長）
「（仮称）再生計画」名称どうするべきか。
（武田委員）
この名称ではダメだという意見があるのか。
（事務局）
「再生」という言葉の意味については、この計画においての意味合
いを説明もしているが、全くだめなものを生き返らせるという一般
的な意味によって、今までの伊賀市はダメだったのか、いい部分も
あるのにこのような言葉を何故使うのかという意見もある。
（武田委員）
いままでされてきた方からすると気分が良くないかもしれない。

【各委員の意見】
「再生計画」･･･福田委員、菊山委員、宮嵜委員、村山委員、
　　　　　　　　坂本委員、堀川委員、松岡委員、相川委員
　　　　　　　　山本委員（勇気と覚悟を持った）
「忍法まちづくりの術」･･･谷村委員
「伊賀市新計画」･･･中森委員
「活性化計画」･･･平井委員
「人口減少対応計画」･･･武田委員

表紙等

第1１回審議会　（仮称）再生計画　名称について
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