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第１５回伊賀市総合計画審議会 議事録 

 

開催日時 平成２６年６月１８日（水）19:00～21:30 

開催場所 伊賀市役所本庁２階第１委員会室 

出席委員  井上 正敏（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） 

 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） 

 篠原 辰明（公募委員） 

 鈴木八千代（公募委員） 

 中森 宏一（公募委員） 

 村山 邦彦（公募委員） 

 岩崎 恭典（四日市大学副学長） 

 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１４回審議会議事録の確認について 

４ 審議事項 

（１）住民自治地区連合会等答申及びパブリックコメント結果について 

（２）新市建設計画変更案（意見修正対応）について 

（３）新市建設計画答申文案について 

（４）今後のスケジュールについて 

５ 報告事項 

（１）第 2 次伊賀市総合計画 地区別計画策定方針について 

６ その他 

議事概要 １ あいさつ 

・松崎会長あいさつ 

◇会議の成立の確認 出席者 15 名、条例第６条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、中森委員、立田委員を署名委員とする 
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３ 第１４回審議会議事録の確認について 

（委員） 

一部修正をお願いしたい。P16 の「地区別計画について」のところで私が発言し

た部分。「エコ事業」についてもう一度確認したところ、発言した内容について修正

がある。「地域の住民自治協議会以外に「エコ事業」というのがあって、自治会に下

りてくるよりお金が多い。」ここまではその通り。その後、「田を持っている人には

自治会の３倍ぐらい」とあるが、「農地 10a あたりの面積に応じて交付金があり」と

いう表現に変えていただきたい。それと、「活動としては、水利の整備、農道の整備、

公民館の維持など、100 万円貯めているところもある」という表現もしたが、この

件についても、「公民館の維持など、100 万円貯めている」という事実はありません

でした。これを、「活動するものは住民であって、ボランティアもあれば実費負担さ

れている場合もある」という表現に修正していただきたい。次のページで、「米だけ

でなく、水や公民館等にも出ている」と表現したが、米ではなく、農地であり、水

というのは水路管理などのことである。聞き取りにくかったかもしれないが、水路

や農道の管理は必要だと表現をしたと思う。それがどこにも書いていない。それか

ら、「農地 10a」としていただきたい。以上、若干多い訂正だが修正をお願いしたい。

総合計画等についても、国、県、市からそれぞれからお金が出ているということも

事実です。ということで、各地区の行動計画が計画されているが、この中に入って

いるかということも、やはり気になるところである。 

（会長） 

全部で何件の修正だったか。 

（副会長） 

事務局でテープを録っているので確認が必要。 

（会長） 

録音テープを確認の上、議事録を修正し、署名させていただくこととして、本日

のところは保留とする。 

（委員） 

議事録について、朱書きしたので、また事務局に渡しておきたい。 

（会長） 

そうですか、はい。 

 

４ 審議事項 

（１）住民自治地区連合会等答申及びパブリックコメント結果について 

（事務局）資料２、３により説明。 

 

（委員） 
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意見に対して修正対応はほとんどなしというのは、実際にやる事業ではないんで

すよ、ということが皆さんにちゃんと周知できていなかったから、やたらと要望が

上がって、結局ほとんど対応なしということになったと考える。それから、用語の

点で気になったのは、あちこちに伊賀線の「広軌化」ということが出てくる。実は、

広軌ではなく、正確には標準軌と言う。近鉄、新幹線、アメリカ、ヨーロッパの鉄

道は全部それ。広軌は、今はロシアとブラジルぐらい。もう一つ、「伊賀豚」は聞い

たことがないが、残しておいていいのか。変更しますと書いて、やっぱり残します

と書いてある。 

（事務局） 

伊賀豚については、Ｐ６の 15 番にもあるが、現在は三重豚に統一されている。当

初、伊賀豚は削除することも考えたが、平成 16 年の合併当時は伊賀市に養豚組合が

まだあって、取り組んでいた状況がある。現在は、確かに伊賀豚はなくなったが、

当時は取り組んでいたとの裏付けがあるので残した。 

（委員） 

資料２のＰ６上段。世帯数は微減どころかはっきり減少だから、はっきりそう書

いてはどうか。今後パブリックコメントをするときは、もっとはっきりと出来ませ

んよといっておかないと、せっかくするのに修正対応がほとんど全部なしではもっ

たいない。 

（委員） 

世帯数の話だが、資料４のＰ７にグラフが出ている。これをみると微減でもいい

ように思う。 

（委員） 

コーホート変化率法だとこうなるが、減少でいい。 

（副会長） 

数字の見方。微減傾向と減少傾向との違いは説明出来ないが、この数字を見る限

りでは微減でもいいのではないか。 

（委員） 

人口が減るのに世帯数が微減と言うことは、つまり一人世帯が増えるか子どもが

出て行っているかと言うこと。社会的にはかなり真剣な対応が求められる。だから、

減少にしておいた方が良いのでは。 

（副会長） 

世帯数があまり減らないと言うところに問題がある。 

（委員） 

実際には減っていると思う。これは予測。 

（副会長） 

ただ、世帯数は軽々には減らない。全員死なない限りゼロにはならない。 

（委員） 
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確かに一人でも世帯だから。 

（委員） 

コーホート変化率法とはどういうことか。 

（委員） 

簡単に言うと今の変化率をそのまま伸ばしているだけ。厚生省がやっているよう

な人口推計とはだいぶ違う。だから、なぜここだけコーホートなのか。予測として

はあまり現実的ではない。 

（委員） 

人口が減っていく中で世帯数が減らないということを対比的に示して、一人暮ら

しが増えていくよ、核家族が増えていくよということを示しているのだから「微減」

でいい。 

（委員） 

それなら、一人暮らしが増えていきますよとはっきり書けばいいのではないか。 

（副会長） 

人口が減るのに世帯数が減らないという課題の捉え方だと思う。 

（委員） 

Ｐ７の説明はそうなっているので、これで適当ではないか。 

（委員） 

800 世帯減って「微」というのはいかがなものか。34,868 世帯が 34,054 世帯に

なるのだから。 

（副会長） 

人口減少に比べて微減だということ。 

（会長） 

人口減少については、「一人暮らし世帯の増加などにより、これまで増加していま

したが、今後は人口減少に伴い、世帯数についても微減傾向にあります。」とすると

いうことでいいか。 

（委員） 

「微」と書くと危機感が薄れるということもある。 

（会長） 

表現の仕方の問題。 

（副会長） 

人口減少からすれば微減で構わないと思う。際立って違いを見るということで言

えば微減でよい。 

（委員） 

単独世帯が増えるということ、特に高齢者世帯が増えるということの危機感を強

調するには今の表現のままが良い。人口も世帯も減るということであれば、世帯人

口は維持されることになる。それではあまり危機感が出てこない。どこの地域も単
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独世帯が増えてきて、今後一人暮らしの高齢者を地域としてどう見守っていくかと

いう問題が一番大きい。 

（委員） 

P７のグラフは、なぜ、人口推計と世帯推計で違うものをもってきたのか。何か意

図があるなら良いが、適当にもってきたなら厚労省のものに合わせておいてはどう

か。 

（副会長） 

厚労省のものには世帯数はなかったのではないか。 

（事務局） 

人口は社人研の推計が細かいところまで推計が出ている。ここでは、生産年齢人

口と高齢者とそれ以下ということだが、世帯推計は、社人研は都道府県推計までし

か出していないため、市としてはコーホート変化率を使って独自推計している。た

だし、その内訳まではなかなか難しい。年齢区分的なものまでは表示のしようがな

い。 

（委員） 

では、上のグラフと下のグラフではあっていない可能性がある。 

（事務局） 

上のグラフは社人研のものそのままであり、下のグラフは社人研の人口推計をベ

ースにしたコーホート変化率方による世帯推計であることから、もともとの数字と

しては同じと考える。 

（委員） 

Ｐ７の表記で十分である。人口が減少する割合に対して世帯数は減っていない。

それに対して微減という言葉を使っている。微減については何％かはわからないが、

１％未満ずつなら微減でいい。人口が減っている割合に対して、一人暮らしの世帯

等が増えるから、世帯数としては減少よりも微減であるということ。二つを使い分

けているので、原案どおりでいいのではないか。 

（委員） 

いや、３～４％減っている。 

（委員） 

いや、34,868 から 34,702 なので約 160 の減であり、その次の年は 34,702 から

34,521 で、また同じぐらい。いっぺんに減るわけではない。毎年だから、微減で良

い。いっぺんに３％減ったら減少かもしれないが。どんな表現にするか、そこまで

真剣に委員が議論するように読み込む人はいない。 

（委員） 

賛成。 

（会長） 

人口は減少であり、世帯は微減であると先に書いておいて、その後、核家族化や
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高齢者の一人暮らし世帯の増加という理由を書いたほうがわかりやすいと思うが、

書きぶりだけのことなので、ここでは「微減」という原案のままとしたい。 

 

（２）新市建設計画変更案（意見修正対応）について 

（事務局）資料４により説明 

（委員） 

Ｐ４の２行目「近年においては経済の低迷や住宅団地への人口流入が落ち着きを

見せ始めたことにより、横ばいから減少に転じています」とあるが、「近年において

は、横ばいから現象に転じています」でどうか。どうせ消すなら「経済の低迷や住

宅団地への人口流入が落ち着きを見せ始めたことにより」も消した方がよい。 

（副会長） 

基本的に最小限の修正にとどめたい。消しても構わないとも思うが、最小限であ

ればいいのではないかとも思う。削る分には構わないのでは。「しかし、横ばいから

減少に転じています。」ではどうか。 

（委員） 

経済は低迷している。高度成長期と比べれば大低迷。 

（委員） 

「近年においては」とは何時を指すのか。この計画が出来た、今から 10 年前から

見た近年か。 

（副会長） 

今から 10 年前の近年という理解で良いと思う。 

（委員） 

日本語として、「人口流入が落ち着きを見せ始めた」ということなのに「横ばいか

ら減少に転じ」るというのはおかしい。素直に読んだら人口は増えていないといけ

ない。 

（委員） 

10 年前の「近年」なので、議論が分かれるようなら削除してはどうか。もめると

ころではない。 

（副会長） 

「しかし、近年においては、横ばいから減少に転じている。」とする。 

（委員） 

Ｐ５の下から３行目。「広く知らせており」は「広く知られており」ではないか。 

（副会長） 

完全に誤植。 

（会長） 

修正していただきたい。 

（委員） 
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Ｐ２９。要するに何か事業をする場合に、漏れの無いように書いてあればいいと

いうことなので、「バイオマスエネルギー、風力・太陽光発電など」となっているが

小水力と地熱をもしすることになったら入ってないと言われたら困るので、全部取

って「再生可能エネルギーなど」としてはどうか。そうすれば全て入る。入れるな

ら太陽光発電の後に小水力・地熱ぐらい入れておいてはどうか。 

（副会長） 

特に問題がなければ、「再生可能エネルギー」を入れて良いのではないか。 

（事務局） 

「バイオマスエネルギーや再生可能エネルギーなどの導入・研究」としてはどう

か。 

（委員） 

再生可能エネルギーで全て含まれる。括弧書きでバイオマスエネルギーや太陽光

などを入れてはどうか。 

（委員） 

バイオマスも全部入ってしまう。 

（会長） 

では、「再生可能エネルギーなどの導入・研究」として良いか。 

（委員） 

一般市民から見たら、バイオマス、風力、太陽光というのは、実際にあちらこち

らにあってよくわかる。委員が言う水力や地熱の他にも波力など、再生可能エネル

ギーには色々あると思うが、そういったものは伊賀には馴染まないのではないか。

地熱といっても可能性はないのでは。 

（委員） 

実は、地熱は伊賀にあるんですよ。 

（委員） 

今具体的に書いてあるものを残して「など再生可能エネルギー」としてはどうか。

具体的にやっているものを全く書かなくしてしまうとわかりにくい。 

（委員） 

バイオマスは全くやっていない。 

（委員） 

委員の意見に賛成。「その他再生可能エネルギー」という書き方で良いのではない

か。 

（委員） 

日本語としては「再生可能エネルギー（・・・・など）」がいい。 

（会長） 

風力・太陽光発電は既に始まっているので、それは残して「その他再生可能エネ

ルギー」とする。 
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（委員） 

「再生可能エネルギー（・・・・など）」として、括弧の中は何を入れても良い。

括弧内がなくてもわかるが。 

（会長） 

一般市民から見ると、細かく書いてあるほうが分かりやすい。 

（副会長） 

「再生可能エネルギー（バイオマスエネルギー、風力・太陽光発電など）の導入・

研究」で良いのではないか。 

（会長） 

ではそのように修正していただきたい。 

（委員） 

Ｐ１の序章の７行目当たりに「少子高齢化」云々とあるが、どこかに「人口減少」

という言葉を入れたほうがいい。結果として少子高齢化が人口減少につながるがも

う少し、これで人口減少するんですよ、ということをどこかで入れていただけたら

分かりやすいと思う。Ｐ11「市街地ゾーン」のところの３行目で、「既存の市街地で

は」云々とあるところで、「商業・産業の集積」とあるが、ここにいわゆる「定住者

人口」の集積もあるのですよ、そういう視点から「市街地の空洞化も見られます」

ということで、「定住者人口」という言葉についても入れていただきたい。また２行

下に「このゾーンは、今後も地域の商業・産業の中心的な役割を担うことが期待さ

れる」とあるが、「商業・産業」の中に公共サービスも含まれるのか。公共施設につ

いて云々しているが、サービスの拠点ということも発揮するゾーンという受け止め

方もあるのかどうか。公共サービスがこの「産業」に入ると思うが、これでは公共

サービスの位置づけが分かりにくい。「ゾーンの土地活用方針」で「適正な土地利用

に誘導する」とあるが、「適正」というのは便利な言葉で、「適正」という言葉の前

に、具体的にこういう目的があって、それに基づいた「適正」な活用をしますよと

いう表現をしてもらった方が分かりやすいのではないかと思う。 

（副会長） 

どこまで変更して良いのか、時点修正かけて良いのか、10 年前のものなので修正

しだすと色々変えたくなってきりがない。前回の議論でもあったように、変えるこ

とにあまり精力を割く必要もないものでもある。人口減少は当時も意識していたこ

とであり、入れてもいいと思うが、土地利用については、10 年前の計画なので、現

時点での修正は逆にあまりかけてはいけないのではないか。 

（委員） 

現在まで約５年、中心市街地活性化ということに、法律に基づいて取り組んでき

たのは今申し上げた、定住者人口の集積化と公共サービスの効率化。そういうこと

で、本質的な行財政改革をやろうということが中心市街地活性化計画の本質であっ

た。現実にそういう活動をしているわけだから、しかも今後の５年に向かって、第
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２次中心市街地活性化計画を副市長も入りながら策定中。当然入っていて当たり前

かと思う。新市ですので。 

（委員） 

2006 年に法律がかなり変わって、これまでの商業中心から、定住人口などに国の

方針が大きくシフトしている話。それは正しいが、副会長がおっしゃったように、

どこまで変更するのかということ。出来るのなら変えたほうがいいと思うが、県と

の協議もあるので事務局からはっきり示した方が良い。 

（事務局） 

特にこの土地利用の方針については、土地マスタープランもある中では、変更は

ほとんど出来ないと考えている。 

（委員） 

中活については、まちづくりの方向性が変わってしまっている。 

（委員） 

この５年間に行う事業に影響がなければどちらでもいいのではないか。 

（委員） 

影響があるからおっしゃっているとは思うが。 

（委員） 

今、第２次計画を策定している最中。 

（委員） 

影響があるなら、書いてさえおけばよいということだから大きめに書いておけば

良いと思うが。 

（委員） 

申し上げておきたいのは、現在の中活が以前とまるっきり違うのが、人口や公共

サービスなど、今までやってきた商業だけの単純なものだったけれども、公共とい

うことが前に出てきた分、今回の中活というのが、行政と住民自治協議会、これが

主役ですよ、以前は行政と商工会だったが、この辺が変わっているよということを、

しっかり皆さんに分かっておいてもらわないと、この５年間は一体何だったのかと、

また、これからの５年間は何でしょうとなってしまう。 

（事務局） 

その辺りは、総合計画の中の個別の事業的なものになってくる。ここでは、土地

利用の方針という形の記述になっているという辺りを考慮いただきたい。 

（副会長） 

ここはもう触らないで行こうと。ただし、委員から指摘があったことは総合計画

の方と、それから、こういう議論があったということを議事録に残すということで

担保するということしか、今の段階では無理なのかなと考える。ここを触りだすと

大変なことになる。10 年前の土地利用の方針だし、ここは割り切って進めたい。議

論はきっちり議事録に残したい。 
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（委員） 

わかりました。 

（委員） 

Ｐ35。「無農薬や有機栽培など」を削除しているが、農業関係でだが、「有機」と

いうことに関しては、この 10 年の間で世の中の考え方が変わってきている。「無農

薬」という言い方は世の中から消えてきているというのが事実なので、それは消し

た方が良いと思うが、「有機栽培」を消されると正直つらい。世界的にも、「環境保

全型農業」という言い方よりは、「オーガニック」や「有機」の方が圧倒的に知られ

ている一般的な表現。「無農薬」と「有機」が一緒に考えられていたのがちょうど

10 年前ぐらい。しかし、最近は、エネルギーを使わないとか、循環型であるとか、

人と人とのつながり等の意味で「有機」と言われているケースが強く前に出てきて

いる。「無農薬」は消してもらいたいが、せっかく今伊賀で、「有機栽培」で頑張っ

て売り出しているところなので消さないでほしい。Ｐ35 とＰ38 の２箇所。 

（副会長） 

この変更は、担当課に確認しないといけないのか。 

（委員） 

私が一番この業界には詳しいと思うが、「有機」という言葉が先にあって、農水省

側がこの「有機」をコントロールしたい事情はわかる。ＪＡＳ認定は農水省の管轄

で、農水省が認めたもの以外は「有機」と言わないでくださいということ。商品の

表示上は非常に問題視されている部分。しかし取り組みとしての「有機農業」とい

うのは今でも一般的に言われている。政策としても、有機農業推進のための助成金

も出ている。表示の問題と、活動としての有機栽培とは分けて考えるべき。 

（委員） 

スーパーマーケットの関係の仕事をしていたが、以前は「伊賀豚」「鈴鹿山麓豚」

「松阪豚」とか沢山あった。牛は「伊賀牛」と「松阪牛」でやっている。業界でど

なたがどうしたのか知らないけれど、今三重県のスーパーで売られている豚は「三

重豚」となっている。私は、本当は反対。もっとローカルで、伊賀にも豚がある、

松阪にも豚があると、スーパーで売っている身としてもその方がいいと思っている

のだが、なぜか今業界が「三重豚」に統一している。私は傾向としておかしいと感

じている。今「伊賀豚」と言っても消費者は知らない。記述はこのまま残しておい

て良いが、現状としてはそういうこと。 

（副会長） 

「有機栽培」だけ生かすかどうか。生かせるならそうしたいということだが。 

（委員） 

この春に、農水省が「有機農業の推進に関する基本的な方針」を出しており、「有

機農業」と言う言葉を堂々と使っている。 

（副会長） 
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ということは、「有機栽培」はいいということ。「無農薬」は使わない。 

（委員） 

資料３の備考欄の認識が間違っているということ。 

（委員） 

そういうことである。 

（副会長） 

では、「無農薬」を削除するだけとしてはどうか。 

（委員） 

「低農薬」はどうか。 

（委員） 

「低農薬」は使うことはあるが、あまり書いてもメリットが感じられない。Ｐ38

では、「環境保全型農業」だけだと世の中ほとんど「環境保全型農業」なので焦点が

ぼやけてしまうし、地域性も出せない。「有機農業など環境保全型農業」としてはど

うか。一般的には、「有機農業」は「環境保全型農業」に含まれると解釈されている。 

（会長） 

変更がきくのか。 

（委員） 

「無農薬」と書いてあることはまずいので、どちらにしても変更はかけないとい

けない。 

（委員） 

「無農薬」がまずいと言うのはなぜか。 

（委員） 

表示の問題。難しいところだが、表示の中でも、農薬を使わないなどの説明文は

いいが、「無農薬」という表現は説明として不足だから使わないでくださいというこ

と。「無農薬」が有り得ないわけではないけれど、あまりにも人によって使い方がば

らついていたので。例えば、自然のものなら良いが合成されたものはダメだとかの

基準があれば良いが、それがなくわからないというところが、偽装という問題に絡

んでいく部分。「有機農業」についてタブーという意見は出ていない。むしろ、国が

認めている形での「有機」はどんどんやってください、「無農薬」という表現は基本

的に使わないでください、ということ。 

（委員） 

有機栽培にも段階があるのではないか。全く農薬を使わないとか。 

（委員） 

科学合成農薬と化成肥料を使わないことを「有機栽培」という。 

（委員） 

全く使わなくても出来るのか。現実に栄養的に成り立つのか。 

（委員） 
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実際にやっている。 

（会長） 

変更がきくのであれば、「有機農業」あるいは「有機農業など環境保全型農業」と

してほしい。希望として出しておきたい。他にないか。 

（副会長） 

あまり長引かせたくないのだが、確認だけ。Ｐ42 の本文中では、「公共的」の「的」

を削除しているが、見出しはそのままで良いのか。第１段落も「的」が残っていて、

「新たな公共施設の整備に当たっては」というところから「的」を削除している。

過去のことだから「公共的」と書いているのかなとも思うが、合わせなくて良いの

か。「公共的施設」の「的」を取るところと取らないところの違いは何か。 

（委員） 

「公共的施設」と「公共施設」の違いは何か。 

（副市長） 

「公共」は行政財産。「公共的」は各種団体が活用するようなものも含めて書いて

いた経緯があったと思う。もともと民間の施設であっても、市が借りていたり、買

い上げたりといった施設も、今も沢山ある。ここでは、今後のものだけ「的」取っ

ているのかなと思ったが、そうではなく既存のものも取っている。統一した方が誤

解がないのかなと思う。 

（副会長） 

とすると、第５章のタイトルも変更するとうことで良いか。 

（副市長） 

特に、公共施設の今後の整備、整理ということで言えば、現在行政が所有してい

るという概念からの章立てとなっているので、幅広に解する必要はない。 

（副会長） 

とすると、第５章からは「的」を取ってしまっても良いのではないか。 

（委員） 

例えば伊賀市では、「公共的施設」というと何が該当するのか。 

（副市長） 

ハイトピア伊賀は民間等が複合的に入っている施設であるし、ふれあいプラザも、

１階にはスーパーが入っているなど、色々混在している。行政のみと言い切れない

ようなものは他にもある。例えば、栄樂館も元々は料理屋だったが市が買い上げて

いる。区分が不明確な部分もあるかと思うが、今後の話となると行政財産としての

ものをどのように整理統合していくかを主眼に書いている。 

（委員） 

広めに解釈できるようにということであれば、「的」は取らなくてもいいのではな

いか。 

（副会長） 
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絞り込みは、副市長が説明されたように、これから作る公共施設等総合管理計画

によって除却に起債が効くということを目的とすれば、公共施設としていいのでは

ないか。 

（委員） 

絞り込むということであれば、当時と内容を変更するということになるが、先ほ

ども中活の部分で、変更を認めないということだった。かなり矛盾する。なぜ市が

独自に変えたのか。これまでの変えてほしいという意見を反映しなかったこととの

整合性は説明してほしい。整備計画は別の計画になるということなので。 

（委員） 

明らかに市の財産として所有権があり処分できるもの。第３セクター的にやって

いるものも含めたらどうかということだけれども、それは市独自では処分したり出

来ない。民間の施設に行政が入っているものは、いつでも行政が出たら良い。新し

い庁舎が出来るならそこへ入るでもいいが、とにかく所有権が行政にあるというこ

とで統一するなら、第５章のタイトルも文章も全て「的」は取ってしまって「公共

施設」とする方がいいのではないか。 

（委員） 

おっしゃるとおりだが、そもそも 10 年前は「公共的」ということで敢えて広く取

っていたということだったが、それを今の時代に合わせて変えるのが果たして良い

のか。それを言うと、先ほどの中活の話も同じで、当時はこう書いていても、明ら

かに法律が変わっているのに変更しないということと整合しない。ここだけ変える

のであれば、何か独特の説明がないといけない。 

（委員） 

「公共的」を残すのであれば、文章の中の「新たな」というものは「的」はなし

ということ。 

（副会長） 

私も３行目までは過去のこと、４行目以降はこれからのことということで書き分

けてあるのかなと最初は考えていた。しかし、必ずしもそうではないような気がす

るので。 

（委員） 

これは指定管理者制度を適用されている建物は「公共的施設」に入るのか。 

（委員） 

あれは「公の施設」。 

（委員） 

公共施設か。 

（委員） 

地方自治法にある「公の施設」である。 

（副会長） 
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ここの書き方を、先ほどの、中活との整合ということで考えるべきなのかどうか、

ということ。 

（副市長） 

中活の関係というのはどういうことか。 

（副会長） 

要するにここをどこまで触れるかどうか。先ほどから意見があるように、状況が

変わってしまっているものについて、現時点で修正するのかどうか。中心市街地の

件は、変わっていることは重々承知しているけれど、敢えて表現は変えなかった。

しかし、ここはこれから公共施設等総合管理計画を作るから、変えておいたほうが

良いという判断で変えるということであれば、それはそれで良いと思う。 

（副市長） 

副会長がおっしゃった後者の理由。これから作っていく必要がある公共施設等総

合管理計画の対象となるものが限定されるということも含めて、今回文言の整理を

したということ。 

（副会長） 

そこまで考えてのことなら、このままが良いということ。第５章のタイトルは「公

共的施設の適正配置と整備」としておいて、４行目以降は総合管理計画をこれから

やっていくということから、そこはもう「公共施設」なんだということ。そういう

計画の適用があるかないか、過去と今後という整理だと考えて良いか。 

（委員） 

なるほど。 

（委員） 

考えて理解しないといけない。そう読めない。忍者みたい。 

（副会長） 

なかなか読みづらいが。 

（副市長） 

特に以降は「的」を除くということはご理解いただけたと思う。その前段につい

ては、最低限の修正をするという理解でいたが、ややこしいようであれば「的」を

取るだけなら、そのように統一する方がわかりやすいというのが皆さんの意見なの

かなと感じた。 

（委員） 

資料３も公開資料だと思うが、市独自の修正として、「公共的」と広く取った理由

が書かれているが、わかりやすさの話ではなく、明らかに縮小の変更である。それ

をどのようにやるか。資料３が公表されていないのであれば今の言い訳で通るが、

敢えて今まで広く取っていたものを狭めるという変更をするので、もしそれでやる

としたら書き分けないと筋が通らない。 

（副会長） 



 15 

４行目の「新たな公共施設の整備に当たっては、」という文があるために誤解を招

くのではないか。「特に、今後策定する・・・」とつなげれば良いのではないか。 

（委員） 

新たなものまで整備するのか、止めておけばいいのではないかと受取られる。こ

れは、既存のものの除却ということだからその一文があるとややこしい。 

（副会長） 

そういうことだと思うが、どうか。 

（副市長） 

ここは、むしろ新たな整備をすることも含めて敢えて書いてあるので削除できな

い。 

（委員） 

しかし、今後策定する計画に基づいて、第２段落の４行目に「新たに整備するこ

ととし」とあるので、１行目に書く必要はない。 

（副会長） 

「既存施設では機能しない場合に限り新たに整備することとし」という記述があ

る。新たな公共施設の整備に当たっては」は、その後に「既存施設では機能しない

場合に限り新たに整備することとし」とあるので不要ではないか。 

（委員） 

今後整備する総合的な管理計画に基づいて、まず既存の施設の検討をして、それ

がダメな場合に新たに整備すると書いてあるので、大丈夫だと思う。ただ、有効利

用できないと誰が決めるのか等はあるが、言い出したらきりがないので、なるべく

変更しない方が良いと思う。 

（副市長） 

今のご意見のように、３行目に「新たに整備」とあるので、そういう意味では前

段の部分を取っても問題ない。 

（副会長） 

そこで読めるということであれば、「特に、今後策定する・・・」とつなげた方が

読みやすいと感じる。 

（委員） 

ここでさりげなく「的」を抜くということ。 

（委員） 

第５章の２として、「公共施設等総合管理計画を実施します」と書いて、３行目か

ら６行目までをその項へ移してしまってはどうか。第５章の１は今までの文章で、

「新たに」から「除却を進めます」までを第５章の２とする。そうすれば、「的」だ

の「公共」だの迷わなくても良い。第５章の１は全部「的」をつけて、第５章の２

は全部「的」を取れば良い。 

（委員） 
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なるほど。総合管理計画は絞る。対象が別だということ。 

（委員） 

３行目までの「的」と、今後については「公共施設」だと、違いが明確にわかれ

ば良い。項を変えるのか、姑息だけれど１行空けるのもありだと思う。分かればそ

れでいいのではないか。 

（委員） 

そのとおり。文言を変えなくても、区分すればいい。一連の文章で続くのがわか

りにくい。 

（副会長） 

見せ方で工夫してほしい。 

（委員） 

タイトルはどうするのか、ちゃんと確認した方が良い。 

（副会長） 

タイトルはそのまま。 

（事務局） 

もう一度確認したい。項を分けるということだが、分ける必要があるのか。今ま

とめていただいたご意見をもう一度聞かせていただきたい。 

（副会長） 

章のタイトルはこのまま。上から３行目までもこのまま。その後は項を分けるか

１行開けるかは別として、「公共的」の「的」は全部抜くということ。それで文章の

始まりを「今後策定する・・」からとする。 

（委員） 

あるいは、「（２）公共施設等総合管理計画を実施します」を入れる。 

（副会長） 

タイトルを入れるかどうかということ。 

（事務局） 

上３行は基本的な考え方。それを後ろで具体的に、ということにつながっている

ので、そこで分けてしまうのはどうかと思う。 

（委員） 

このまま１行あけないで続けていくとすると、「特に、公共施設の新たな整備」と

してはどうか。「新たな」という語が前にあると、「公共施設」に係っているのか「整

備」に係っているのか理解しづらい。 

（委員） 

４行目から６行目までを、項を分けてしまえば問題ないのではないか。 

（委員） 

整理したい。この計画については、大前提として基本的にあまり変えないという

ことで、10 年前は意味を広く取るために「的」を残したままとする。「特に」以降
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は、総合管理計画に基づいたものに絞り込みたいので使い分けたいということ。こ

れが行政の意向。対象が違うということだと理解したので、前半は１、後半は２と

３でも良いが、項目を分けた方が分かりやすいということという議論だった。 

（副市長） 

当時は広く解するために「的」を敢えて付けていた。 

（委員） 

そこは変えないほうがいいということではないのか。 

（副市長） 

資料３に確かにこう書いてはあるが、「的」を残さなければならないのか。当時の

議論としては幅広く取っていたけれど、ここでの主眼は公共施設をどうするかとい

うことであるから、その前段となる部分でも「的」を残す必要があるのかどうか。 

（委員） 

その点は、先ほどの中心市街地活性化の話との整合性の問題。明らかに新しい中

活法に基づいて今の計画を書き直すべきところだが、敢えて修正しないのに、こち

らだけ、「的」を取って明らかに解釈を狭める変更をするのかということ。ただ、管

理計画を作る上で「的」を取って使い分けたいということだったので、苦肉の策で、

前半は残して後半は取るということにした。取り方として、段落を分けたほうが良

いということだった。「公共施設」と「公共的施設」は違うという解釈を当時はして

いた。今回変更するに当たって、他とのバランスが取れないので文章を分けたほう

が良いということ。資料３を読むと、「公共施設」に修正するのは、明らかに今の計

画、総務省や今後市がやっていく新しい計画のために変えるという判断。それを一

部入れるということ。 

（委員） 

公共施設等総合管理計画は絶対やらなければならないのは分かるが、この計画全

体が大きめに書いておいたら良いということなので、大きめで良いのではないか。

総合管理計画を特にやりたいということだろうから、それだけ項を分けて説明すれ

ば良い。大き目に書いた文章は大き目のままで置いておいてはどうかということ。 

（委員） 

「公共的施設」という言葉はあまり聞かないが、あるのか。一般的に使われてい

るのか。一般的に使わないような言葉は使わない方が良い。昔使った言葉でも、今

使われていないのであれば省いた方が良い。 

（委員） 

今あると説明があった。ハイトピアにしても。伊賀市では 10 年前に使ってしまっ

ている。 

（委員） 

国全体で一般的に使っているのか。 

（委員） 
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伊賀市の計画なので、伊賀市では現実に使っている。 

（委員） 

一般的に使っていない言葉は使わない方がいいのではないか。 

（委員） 

また考えておいてもらうということではどうか。 

（副会長） 

明日答申なのでここで決めないといけない。細目の文言についてはもう少し検討

してもらう必要があるとしても、審議会として方向性だけでも決めておかないとま

ずい。少なくともこの「公共的」の「的」の字を、資料３にある形で全部「公共施

設」にしてしまうというなら一番楽だが。 

（委員） 

事務局の方で、この中身について、要は、前段３行はタイトルにあるような整備

が必要な時、実際には管理計画に基づいて進めますと書いてある。下から３行目に

は、新市の本庁舎について、今は当面こうだけれども、具体的には防災拠点その他

ということで設置を検討している、ということで項目を分ければ、何ら文言を入れ

たり削除したりしなくても済む。事務局の方で、分かりやすいように章なり、章ま

で行かなくても項なりを分ければいいのではないか。 

（副会長） 

答弁調整で少し休憩をしましょう。 

（会長） 

では、９時まで休憩とします。 

 

（休憩 20：55～21：00） 

 

（会長） 

再開しますが、事務局の方で検討の結論は出たでしょうか。 

（事務局） 

上から３行目までの部分は基本的な考え方ということで、「公共的施設」に含まれ

ている「公共施設」について、４行目から「特に」という形で書いている。文章的

には「新たな公共施設の整備に当たっては、」を削除し、「特に、今後策定する公共

施設等総合管理計画に基づき、既存の公共施設の有効利用等についてまず検討し、

既存施設では機能しない場合に限り新たに整備することとし、有効利用ができない

公共施設については、除却を進めます」としたい。特例債が除却にも使えるという

のは、公共施設等総合管理計画に基づいた公共施設の除却ということになってきて

いるので、それをこれからやっていくということで、「特に」から３行を変えさせて

いただいたということ。 

（副会長） 
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特例債を使って公共施設の除却を進めるということをメインにしたいということ

で、中心市街地活性化の議論との整合性は問題がないわけではないけれども、ここ

では特にそれを盛り込みたいということが、市の意向だということ。それでいくと

いうことで、結論としないとしょうがない。 

（会長） 

では、「新たな公共施設の整備に当たっては、」を削除するということで、事務局

の説明のとおり訂正することとしたい。 

 

（３）答申文案 

（事務局）答申案説明 

明日（平成 26 年６月 19 日）、会長、副会長により市長に答申。 

（委員） 

「パブリックコメント等で」の「等」は要るか。 

（事務局） 

諮問の際に口頭でいただいたものもある。 

（委員） 

「意見等」の「等」は要るか。 

（副会長） 

これは取りましょう。 

（会長） 

その修正を踏まえた答申を、明日副会長と答申したい。 

 

（４）スケジュール 

（事務局）資料６、７について説明 

今後の審議会について、今回の第 15 回をもって一旦終了とさせていただきたい。

ただし、新市建設計画の変更について、９月議会で承認されるまで、審議会に諮る

必要が生じる場合があるかもしれないため、任期である平成 26 年 10 月 31 日まで、

会としては存続させておきたいと考えている。市としては、その後も地区別計画の

ための本部会議及びプロジェクト会議を予定している。また、確定ではないが、総

合計画の進行管理ということで、総合計画推進委員会というものが条例で規定され

ている。昨年度策定した再生計画の進行管理を議論していただく場として条例で設

置されているが、現在、委員不在の状況となっている。これについては、市が今進

めている審議会のあり方の見直しの中で、別の審議会とするのか、今の総合計画審

議会の中に進行管理も含めるのかといった議論をさせていただきたいと考えてい

る。もし、総合計画審議会の中で進行管理もという話になった場合は、11 月以降の

ために、皆さんの任期の間になるが、新たな委員募集を行う可能性もあるので、そ

の旨ご了解いただきたい。 
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（委員一同） 

意見なし 

 

５ 報告事項 

（１）地区別計画策定方針について 

（事務局）資料１P11 及び参考資料について説明 

各地区が中心になって進める計画策定ということで、委員の皆様にもそれぞれの

地区でご参画いただきたい。 

 

６ その他 

（会長） 

事務局から説明があったように、昨年の５月 15 日から 15 回に亘り議論を重ねて

まいりましたが、今後、特に我々による審議が必要なことが生じない限り、今回が

最終の審議会となるので、本日出席の皆様に現在の心境なり思いを、少しの時間だ

が陳べていただきたい。 

（委員） 

私はこうした市民が議論する場に参加することが初めてだったので、今後、市民

として色々と考えないといけないことがあるんだなと、色々勉強させていただく場

になりました。皆さん、どうもありがとうございました。 

（委員） 

本当にしんどい会議でした。毎回毎回、うーん、どうしようか、と思いつつ、本

当に私が力になれたのかということを、今も迷いながら今日を迎えています。そし

て、今終わりました。ありがとうございました。 

（委員） 

総合計画というと総花で夢のような計画が多いが、今回携わらせていただいた伊

賀市の総合計画は、きっと絵に描いた餅にならないだろうなと期待しています。あ

りがとうございました。 

（委員） 

私は、民間出身で色々な分野を経験してきたが、行政の手法と民間とは随分かけ

離れていると感じました。いいところも沢山ございましたし、今後こういう機会が

あれば、もう少し行政側の立場も理解しながら発言させていただきたいと思います。

ありがとうございました。 

（委員） 

毎回すごい資料で大変だったが、勉強もさせていただきました。伊賀市は上野市

が中心となるが、全体のバランスを取るのが難しいことなんだろうなと思った。あ

りがとうございました。 

（委員） 
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仕事の関係で、なかなか日中の会議に参加できずご迷惑をお掛けし申し訳なかっ

たと思います。今、一生懸命議論したところではあるが、計画よりも実行が大事。

せっかくみんなで作った計画なので実になればいいと思う。 

（委員） 

 とても難しくて刺激的な経験をさせていただきました。ありがとうございました。 

（委員） 

私も、色んな経験をさせていただいてありがとうございました。最近、ある商業

的な意味でのまちづくりの会合で、結構見識があると思われるある方の発言で、伊

賀市がどこを向いていくのかさっぱりわからない、という言葉が頭から離れない。

今まで、総合計画ということで伊賀市の向く方向を一生懸命協議して、５月１日号

の広報にも記事を載せていただいたが、一般市民の感覚からすると全然わかってい

ないというのが現実。その会議にいた他の人たちも、そうだそうだというばかりだ

った。一回きりの広報で済ますのではなく、伊賀市はこういう方向を目指して活動

しているのだと、市民の皆さんに理解していただけるように広報活動を続けていた

だきたい。ありがとうございました。 

（委員） 

 色々な会議に出ているが、この会議が一番大変だった。会長はまだ明日大役がご

ざいますが、15 回に亘り、私たちの意見を受け止めていただき本当にありがとうご

ざいました。それから、皆さん、色々勉強させていただきありがとうございました。 

（委員） 

 正副会長、事務局ありがとう。皆様、本当にお疲れさまでした。 

（委員） 

 人事異動で来たばかりで、２回しか出席していないが、市民の力を感じさせてい

ただいた。新市建設計画については、今後県に正式協議ということで見せていただ

くことになっているが、皆さんのエネルギーが詰まった、真剣に検討されたものだ

ということで見せていただきたい。皆様、お疲れさまでした。 

（委員） 

この会議に参加させていただき、伊賀市が益々好きになりました。どうもありが

とうございました。 

（委員） 

一人だけ土地勘がない者が混じって本当にしんどかったです。前半の基本計画の

ところは割と丁寧に作ったなという自負があったが、最後の新市建設計画は、今日

の会議も含め、かなりアリバイ的なものになってしまって、ちょっと皆さんストレ

スが溜まったのではないかと思っています。そして、むしろ一番大事な進行管理の

ところは、今日はまだ検討中ということで、市民の皆さんには、ぜひそこに目を光

らせていただきたい。行政の方には、相当支所の役割が大事になってきますので、

そこに十分な人事や予算の配置がないと絵に描いた餅になるかなと思いますし、こ
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れからが本当に大事になってきますので皆さん頑張ってください。ありがとうござ

いました。 

（副会長） 

皆さん、本当にご苦労様でした。私自身は 15 回フルに出席することが出来なくて、

会長に色々とご迷惑をお掛けしました。委員にも色々と手伝っていただいてありが

とうございました。これからが本番。色んなことが目白押し。どれから手をつけて

いくかは、政治的任命の方が決めていくことだが、その前提として、この議論で色々

課題は出した。近々、それを考えるいい機会が皆さんの目の前にやってくるわけで

すから、投票する時には、伊賀市の将来を考えるために一票を投じる機会があると

いうのはすごく大きいこと。結果というよりも、これからの伊賀がどうあるべきか

考えるいい機会があるというのは幸せなこと。その本番だと思います。部外者だが、

これからも関わることになると思う。また、地区別計画の時にご苦労おかけするこ

とになるかと思いますが、またよろしくお願いします。 

（会長） 

率直な気持ちは、こんな前ではなくそちらに座りたかった。15 回審議を進めてま

いりましたが、来るべき伊賀市も素晴らしい伊賀市になるということを皆さんの目

で見届けていただけたらと思います。 

（副市長） 

実質的には最終回になるが１年余り、15 回というのはすごい回数だなと改めて思

います。今日も夜遅くまでご審議いただいて、本当にありがとうございました。総

合計画の審議といいますが、中身が大変沢山ありました。一般的な 10 年間の長期構

想、以前ですと５年間の基本計画、今回は再生計画という名称になりましたが、こ

れらの計画を、作って終わりではなく、進行管理も含めて活かしていくために、マ

ネジメントのしくみについてもご議論いただいています。また、新市建設計画の変

更や地区別計画の策定方針など、通常の審議会の２～３倍はあったのではないかと

思います。本当に御礼を申し上げたいと思います。 

この 10 年間を振り返りますと、伊賀市は当初予想していたよりも人口が減ってい

る。それだけ厳しい時代が、さらに 10 年以上続いていくのかなと思いますが、厳し

い時代にしっかりと耐えられるような骨組み、基本的な考え方というものを整理で

きたのではないかと思っています。これから我々がしっかりとこの計画を活かして

いくという役割もございますし、地域の方々につきましては、これから地区別計画

の参画も含めて、それぞれの分野でご活躍いただければと期待しておりますので、

よろしくお願いします。最後になりましたが、長い間、ありがとうございました。

お礼申し上げます。 

 

 

 

 


