
番号 該当頁 ご意見 ご意見への対応

1 全般

（中村委員）
今の武田委員の意見、訂正その他いくつか出たが、それに対しては事務局はどう考えているのか。意見
をそのまま訂正するのか、また別の意見があるのか。今までも委員がそれぞれの意見を言ってそのまま
終わっているが、審議会では各委員が意見を言うので、委員会の中で、「それはそうではない」「それは
ごもっとも、正しいです」とかまでいかないと、今までのように事務局がそのまま持ち帰ってしまうと、議論
する場もないし、その辺を改めて、今結論が出なければどのように対応していくかも含めて何らかの方
針を聞きたい。

（岩崎副会長）
では事務局に聞くが、どの程度時点修正するのか。というのも、県の方は、合併特例債を使うための計
画書としてはこれでいいですよ、と言ってもらっているということでいいのか。

（事務局）
ご指摘いただいた中で、「まちづくり」が「まりづくり」になっているなどは修正が必要であるが、
基本的な内容については、資料にもあるように、変更箇所については意見がないとのこと。事
前協議ではこの案で認めていただいている。財政計画についても枠取りという中で、事前協議
で認めていただいているということ。

2 全般

（相川委員）
本来スケジュール的におかしいのだが、今日からパブコメに入っている。パブコメを各委員が出すのは
自由ということか。ここで、変えるべきだ、ということを結論付けるのか、それとも、既にパブコメに入って
いる以上、そこに出している案は変更できないので、それぞれの委員がパブリックコメントに個別に意見
を出すのか。進め方として、この点を確認したい。それによって、この後時間を割くのか、持ち帰って各自
で意見を出せばいいのか、ということになる。

（岩崎副会長）
事務局、パブコメへの対応と同じ形で、例えば武田委員や菊山委員から出た意見などにもまた対応する
ということも可能と考えてよいか。

（事務局）
日を設定して、それぞれご意見をいただき、回答することは可能。

（岩崎副会長）
ということであれば、今日ここでいただいた意見も、議事録の中で、パブコメと同じ扱いで回答い
ただければいいのではないか。

3 全般

（中森委員）
出来ないことはできないとこの場で言っていただいたほうが、出来ないことに意見を言っても仕方ない。
事務局が出来ないことを出来ないといってはどうか。原則は変えない、といっているのだから前に進まな
い。

（事務局）
いただいた意見については回答する。

4 全般

（市川委員）
この新市建設計画は特例債の借入れが主な目的。この方向で県は通ったということだが、このままでは
審議会を通ったということにしづらいということで、今皆さんから意見が出ている。どれぐらい変えられる
のか。むしろ、一番最初に平成16年にできたものに、後ろにつける形にした方が私たちにとっては落とし
込みやすい。例えば第２章。指標自体見直している。第１章でも、ちょこちょこと見直している文言がある
と思うが、見直すのであれば全部見直さないと気持ちが悪い。見直さないのであれば、これは当初作っ
たままでだから、このままいきますよ、と。改定の、プラスすべき所は、後ろに付け加えたらどうか。改定
案として今出すのであれば無理があるような文言が色々残っている。それをガラッと変えてしまうのかど
うか。その辺が可能なのかどうか。要するに、今あるべき姿に変えるのかどうか。

（事務局）
これから後の事だけの計画であれば、今の時点の姿と将来を見込んだ計画になるのかと思う。
例えば、これまでご議論いただいていた伊賀市総合計画であれば、平成26年度から平成28年
度の計画で、今の時点からこうやりましょう、という計画になると思う。ただ、この計画について
は、平成15年に策定した合併して10年間の計画の中で、これまで進めてきた。これを今の時点
に全て直してしまうと、今までやってきたことは新市建設計画のどこに謳われているのか、という
ことも消えてしまうことが予想される。従って、県との事前協議では、現在の計画を基本とした中
で、必要なものについては最小限の変更を加えるということで、県からは意見を１箇所いただい
たということ。

総合計画審議会意見・対応一覧　（新市建設計画）　

資料：１ 

1 



番号 該当頁 ご意見 ご意見への対応

5 全般

（市川委員）
すんなり行きやすいのは、前の時点のものの最後に、資料１の変更の概要の１番に書いてある文言を
間に挟んで、第２章や公共施設の統廃合の話を後ろに付けたらすんなり行くような気がするのだが。第
５、６章も今後このように変更しますということでつけてはどうか。それで平成26年度の改定ということに
してはどうか。それは可能か。
市民がわかりやすいようにと考えれば全部変えればいいと思うが、苦肉の策として後ろにつければと考
えた。そうすれば変更も反映できるし、読み物としてもわかりやすくなる。しかし、読み物として考慮しなく
ていいということであれば、もう簡単に進めればいい。

（岩崎副会長）
市川委員の意見は、市民がこの新市建設計画をわかりやすいものにしようと思ったら当然出てくること
で、それは非常に魅力的だが、ある意味これは行政の内部文書的な部分がある。
ただ、一方でパブコメも出しているので、どんな意見がでてくるかということもある。今皆さんから出た意
見も、パブリックコメントの意見も含めて、見せ方の部分もおそらく出てくるだろうから、当然行政はそれ
に対して回答しなければいけないので、その回答を見せていただくという形で、とりあえずこの議論は、
市長から諮問も受けているので、審議会としては、いいかどうかと言われれば、不本意ながら、まあいい
です、といわざるを得ない文章かなと思う。それは、最終的にはパブリックコメント待ちということになる。

（事務局）
変更の協議に当たって、変更に必要な部分はどういうところかということが示されている。その
中で新市建設計画については、合併した市町の将来に関するビジョンを示すものが、この新市
建設計画であるという中で、合併の適否の判断材料と当時なったもの、と謳われている。合併
後、新市が社会経済情勢や財政状況の変化に応じて、この新市建設計画を変更することが可
能であるとされている。今回は、合併特例債の発行可能期間を延長することができるという中
で、建設計画を変更するということで考えており、変更が必要な項目としては、基本的に計画期
間であるとか財政計画の見直し、延長される期間内に合併特例債を充当しようとするような事
業が読み取れるような内容ということで協議することとなっている。今回は、そういった部分に加
えて、社会経済情勢の大きな一つである人口減少について少し内容の変更をさせていただいて
いる。委員ご提案の、今のものに別冊のように追加していくというのは、これまでの県との協議
の中でも行っていないことであり、出来ないと考える。

6 全般

（武田委員）
タイトルがダメだと思う。「伊賀市まちづくりプラン」はいいとして、「新市建設計画」ではなしに、「新市建
設仮想最大限計画」、それから「変更案」ではなく「どうしても変えないといけない所だけの変更案」と最
初からそう書いておけば誰も誤解しない。「新市建設計画」だと、全部実現するために頑張っているよう
に誤解する。実は単に、出来たらいいなと思ってるだけだよ、ということをちゃんと書かないと。書いてお
いてくれれば、こんなに時間を費やすことは無かった。

参考として承ることとする。

7 全般

（村山委員）
印象として、行政内部文書的な、総枠取り的な意味合いが強いもののようだが、そういうことなら時間を
かけてももったいないので、ここで本質的に議論すべきは、合併特例債を使ってやろうとしている予定事
業が30ほどあるので、具体的な金額は入っていないが、これらの重みのメリハリ付けが、言葉でいいの
で書かれていることが大事なのかなという気がする。資料６に事業が沢山書かれているが、これを、現
在の市の財政状況などを鑑みた時に、重み付けがどうなのか、それが最終的に金額に落とし込まれて
いくと思う。総論として、今の状況を含んだら、ここは厚めここは薄めという議論があるはず。本当はそこ
が議論されるといいのかなと思う。枠取りのための作文は別にして、合併特例債を何に使うのかというこ
とが、この機会で議論されてもいいのではないかと思う。ここで審議するとしたら、そういう内容なのでは
ないか。

（岩崎副会長）
それを議論してきたのが総合計画再生計画。これを実行するに当たって、有利な財源措置を図るため
に、合併特例債を使えるものは使いたい。

参考として承ることとする。
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8 全般

（村山委員）
総合計画でそのものを規定していっているので、それとの整合を図るための微調整をこの審議会で。

（岩崎副会長）
ただ、新市建設計画のどこから手をつけるかということによるが、それはまさに政治的な任命を受けた行
政の判断。もちろんこの総合計画についてここで議論したことは、当然市長や議会にも伝えていただい
ているわけだから、こういうことを重視すべきだということは聞いていただいているが、最終的にここから
やっていこう、ここを重点的にやっていこうということ、実現、促進していくために合併特例債を使ってでも
やれ、という指示をするのは、政治的任命の皆さんなんだろうと思う。ある意味、総合計画が目的で、そ
れを実現するための手段として建設計画と割り切ることではないか。

参考として承ることとする。

9 全般

（相川委員）
確認だが、資料６の事業は全て再生計画に入っているものばかりと理解していいのか。いくつかに関し
ては目標値のところで、ここまで行くということも含めて積算を、これから毎年のローリングの中で、施政
方針と予算の決定の中でやっていくということでいいのか。

（事務局）
再生計画は３年間の計画。それ以降の２年間もということで、再生計画に挙がっていない事業
もある。

（相川委員）
どれが入っていないか、仕分けできるか。入っているものについては、ローリングと今言った手
段で管理できるが、それ以外のところは出来ない。すぐに回答できなければ、次回にお願いした

10 全般

（山本委員）
パブリックコメントのときに、職員の方からの説明というのが大事だと思う。私たちは、2014年改定と書い
てある。改定されたんであれば、今言われた意見が反映されていないとおかしい。しかし、そうではなく、
先ほど言われたように、もともと作ったものをやっていくのに、特例債の期間が５年延びたので、それを
踏まえた改訂ですということを、ちゃんと市民にわかるように説明する必要がある。そうでないと、この審
議会は一体何をしていたのかと言われかねない。それから、合併特例債予定事業は、市がやりたい事
業か。

（事務局）
他にも事業はある中で、特例債という有利な財源を活用してやっていこうと言う事業。市民から
の要望なども事業に対してはあるので、一方的に市がやりたいと言うことだけではない。

11 全般

（武田委員）
なるほど、その様な記載があればいいということか。
（岩崎副会長）
要するにそういうことだと理解をしておいていいと思う。だから、今の計画を生かしておかないといけない
ということ。東日本の震災の影響もあって、５年間の期間延長をすることになって初めて、新市建設計画
を改定して出しなさいという話になったが、誰も今さらこの計画を使うと考えていなかったというのが実情
ではないかと考える。なぜなら、これをベースにして、伊賀市も前の総合計画を作っているので、出来て
からはほとんど省みられたことは無いのではないか。
（堀川委員）
では、この資料６以外の事業についても以前に起債してあれば、市民病院のことだが、対象になるとい
うことか。
（岩崎副会長）
そういうこと。

（意見交換）
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12 全般

（武田委員）
枠取りのために記載しておくということと、特例債を真剣にどう使うかということは別にしないと、話が噛
み合わない。枠取りのための話はこれまでにしませんか。

（相川委員）
パブリックコメントの文章を見直した方がいい。今の話と合っているか確認して。

パブリックコメントの資料１「新市建設計画変更の概要」については、合併特例債の発行可能期
限の延長のための変更であること、人口推計の変更、公共施設の除却の関係の追記、財政計
画の見直しなどを変更するものの、大幅な変更はしていない旨を明記しており、また既にパブ
リックコメントの期間に入っていることから、記述の変更はしないものとする。

13 4

（武田委員）
合併特例債用のごく簡単な資料だと、福田前委員は言っていたが、内容を読んでみるとものすごく細か
い。まず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」ではない。全国的な人口減少に伴い、伊賀市でも減少して
いるわけで、「近年の経済の低迷」や「住宅団地への人口流入の落ち着き」が原因ではない。この部分
は削除すべき。

この計画は平成15年に、平成16年の合併後10年の計画として策定したものであり、既にこの計
画を根拠に合併特例債を活用した事業がある。そのため、今回の計画変更は、現時点で向こう
５年間の新たな計画として作り直すという考え方ではなく、今日までのものについては維持し、
今後の見通しのなかで必要なものについて追記することで、期限延長する5年間に対応するこ
ととしているため、ご意見への修正対応は行わないこととする。

14 4

（武田委員）
その下は数字ではなくグラフの方が見やすい。

P４の人口及び世帯数に関するデータについては、P７に「新市の年齢別人口の将来推計」及び
「新市世帯数の将来推計」というグラフがあり、新市全体の数値について既にグラフ化し、掲載
済みである。なお、P４の表全てをグラフにするためには、合併市町村別のグラフが必要になる
が、詳細に過ぎ、また、多くのページ数を要することから、必要性に対して、構成のバランスや
読みやすさがかえって損なわれると判断し、追加掲載しないこととする。

15 4

（岩崎副会長）
武田委員からの指摘のあったP４について全国的な動向だからとか、P６の、これも全国的な減少だか
ら、ということについては、ここでは図表の数字は時点修正するが、上の文言は考えなくてもいいという
言い方でいいのか。

（事務局）
基本的には、これが作られたのは平成15年。平成16年の合併から10年の計画として作った。こ
れまでの間に、この計画に基づいて合併特例債を活用した事業がある。そのため、基本的に、
今日までのものについては修正しない。今後の見通しのなかで必要なものについては、今まで
になかった、人口が減少に転じますといったことなどについて書き加えている。

16 6

（武田委員）
P６「近年は他地域からの転入者数の減少や少子化等により増加率が低下しています」ではない。増加
率が低下しているのではなく減少している。「全国的な人口減少に伴って減少しています」と書けば済む
ことだ。

この計画は平成15年に、平成16年の合併後10年の計画として策定したものであり、今回の計
画変更は、現時点で向こう５年間の新たな計画として作り直すという考え方ではないことから、
人口についても、平成16年からの推移を表現しているため、ご意見への修正対応は行わないこ
ととする。

17 6

（武田委員）
８行目、「出生率の低下は全国的な傾向ですが、要因としては、価値観の多様化による晩婚化や子育て
の負担感の増大などによる１夫婦あたりの出生数の減少等が考えられます」という厚労省の報告書の
丸写しをこんなところでしてはいけない。必要ない。

この計画は平成15年に、平成16年の合併後10年の計画として策定したものであり、既にこの計
画を根拠に合併特例債を活用した事業がある。そのため、今回の計画変更は、現時点で向こう
５年間の新たな計画として作り直すという考え方ではなく、今日までのものについては維持し、
今後の見通しのなかで必要なものについて追記することで、期限延長する5年間に対応するこ
ととしているため、ご意見への修正対応は行わないこととする。

18 8

（武田委員）
P８の４行目。「第３次産業就労者数は1995（平成17）年まで増加すると予測されますが」とあるが、今頃
平成17年を予測すると書いてはいけないので、この部分は取るべき。

この計画は平成15年に、平成16年の合併後10年の計画として策定したものであり、今回の計
画変更は、現時点で向こう５年間の新たな計画として作り直すという考え方ではないことから、
人口についても、平成16年からの推移を表現しているため、ご意見への修正対応は行わないこ
ととする。

19 9

（武田委員）
Ｐ９の下から４行目。「持続発展可能な循環型の地域を形成します」とあるが、普通は発展という言葉は
ここには入れない。「持続可能な循環型の地域」でよい。

この計画は平成15年に、平成16年の合併後10年の計画として策定したものであり、既にこの計
画を根拠に合併特例債を活用した事業がある。そのため、今回の計画変更は、現時点で向こう
５年間の新たな計画として作り直すという考え方ではなく、今日までのものについては維持し、
今後の見通しのなかで必要なものについて追記することで、期限延長する5年間に対応するこ
ととしているため、ご意見への修正対応は行わないこととする。

4 



番号 該当頁 ご意見 ご意見への対応

20 9

（武田委員）
P9下から２行目。「市民が情報を共有し、自由に行き来できる」は当たり前なので、「市民が情報を共有
できる環境づくり」でいい。

この計画は平成15年に、平成16年の合併後10年の計画として策定したものであり、既にこの計
画を根拠に合併特例債を活用した事業がある。そのため、今回の計画変更は、現時点で向こう
５年間の新たな計画として作り直すという考え方ではなく、今日までのものについては維持し、
今後の見通しのなかで必要なものについて追記することで、期限延長する5年間に対応するこ
ととしているため、ご意見への修正対応は行わないこととする。

21 10

（武田委員）
P10上から３行目。「具体的な土地利用計画については、新市発足後に審議機関を設け、計画の策定に
取り組みます」とあるが、終わっているのではないのか。「取組みました」が正しい。

この計画は平成15年に、平成16年の合併後10年の計画として策定したものであり、今回の計
画変更は、現時点で向こう５年間の新たな計画として作り直すという考え方ではないことから、
人口についても、平成16年からの推移を表現しているため、ご意見への修正対応は行わないこ
ととする。

22 12

（武田委員）
P12の「４．地域自治の方針」で、「まりづくり」となっているが「まち」の誤り。

「まちづくり」に修正します。

23 13

（武田委員）
Ｐ13、上から２行目「自治センター（仮称）」、これはあったのか。聞いたことがない。

（辻上副市長）
自治センターは新市建設計画に出てくる用語。住民自治活動の拠点として自治センターを設け
ようと書いてある。その自治センターを現在に当てはめると、地区市民センターになっている。

24 29

（武田委員）
P29、主要施策の「環境政策の推進」の上から４行目。バイオマスエネルギー、風力・太陽光発電などの
導入・研究」とあるが、世界的に風力と太陽光はもうだめ。伊賀でおそらく使えるのは小水力と地熱とバ
イオマスなので、こういう文言は止めて「再生可能エネルギーなどの導入・供給」に改めるべき。

この計画は平成15年に、平成16年の合併後10年の計画として策定したものであり、既にこの計
画を根拠に合併特例債を活用した事業がある。そのため、今回の計画変更は、現時点で向こう
５年間の新たな計画として作り直すという考え方ではなく、今日までのものについては維持し、
今後の見通しのなかで必要なものについて追記することで、期限延長する5年間に対応するこ
ととしているため、ご意見への修正対応は行わないこととする。

25 37

（菊山委員）
確かに10年前のものなので古いと思った。Ｐ37の「国際交流」は時代遅れ。Ｐ38の国際交流員の設置と
あるが、10年ほど前からいない。有効都市との交流もやっていない。表紙に「改定」とあるのだから、この
改定の時点で色々変えたんじゃないのかと思うのに、全然やっていない、過去のことになってしまってい
ることがそのまま残っているのは、５年プラスだからといってあまり変えないというのは違和感がある。

この計画は平成15年に、平成16年の合併後10年の計画として策定したものであり、既にこの計
画を根拠に合併特例債を活用した事業がある。そのため、今回の計画変更は、現時点で向こう
５年間の新たな計画として作り直すという考え方ではなく、今日までのものについては維持し、
今後の見通しのなかで必要なものについて追記することで、期限延長する5年間に対応するこ
ととしているため、ご意見への修正対応は行わないこととする。

26 41

（武田委員）
P41表１。道路整備について、どこかわかるように地図にしてはどうか。一般市民も調べようがないように
思う。

個々の事業の詳細を盛り込むと膨大なページ数になるため、お問い合わせに対して丁寧な対
応をすることとし、計画書への追加掲載は行わないこととする。

27 41

（武田委員）
上から４行目、上野大山田線、そこから４つ下の枅川青山線、最後の伊賀青山線については多分並行
してコリドールがあるはず。整備すると二重投資になるので外していい。合併した時から載っていると思
うので、取捨選択すべき。

この計画は平成15年に、平成16年の合併後10年の計画として策定したものであり、既にこの計
画を根拠に合併特例債を活用した事業がある。そのため、今回の計画変更は、現時点で向こう
５年間の新たな計画として作り直すという考え方ではなく、今日までのものについては維持し、
今後の見通しのなかで必要なものについて追記することで、期限延長する5年間に対応するこ
ととしているため、ご意見への修正対応は行わないこととする。

28 42

（武田委員）
「除却」とは何か。あえて行政ではそう表現するのか。一般の人は使わない。差し支えなければ「廃止」
ではどうか。

（事務局）
「除却」は取り除く、壊して更地にするという意味。廃止だと機能的な廃止で建物が残る場合が
ある。

5 
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29 42

（中村委員）
一般的には建物が古くなると償却していくが、行政では償却するという制度がない。使えなくなっても当
初の取得価格がそのまま残っている。10億円で建てた建物が、30年経っても10億円。民間だと償却して
いくので、15年～20年すれば100万円だとか、何十年もおいておくと価値がなくなる。行政だと、ある建物
を突然、今の言葉で「除却」すると、思いきり損金が出る。資産が減るという、そういう考え方でいいの
か。

（岩崎副会長）
資産という、そういう会計方式ではない。

今後の業務のための参考としたい。

30 46

（武田委員）
P46。歳出で、この前から公共施設の除却だとか維持管理が大変だとか、橋梁の耐震化とか言っている
のに、維持補修費がほとんど増えていないのはいいのか。

（財政課長）
伊賀市には橋梁長寿命化計画があるが、そういったものを維持補修費に反映してあるかという
ご質問について、平成26年度以降は1億ずつ増加している。毎年１億円ずつやっていくというこ
と。

31 46

（武田委員）
毎年１億円分しかやらないということ。それでどのくらいできるのか。

（財政課長）
計画の詳しい内容を持ち合わせていないが、担当課の計画では毎年1億ずつやっていくという
こと。

32 46

（武田委員）
大きな橋なら１本分くらいではないか。 （財政課長）

大きな橋では１本もしくは、半分ぐらいではないか。

33 46

（武田委員）
それで増えたと言っていいのか。何とかならないのかと思うが。

（財政課長）
大きな国道等の橋は国県の管理。市の管理する橋なので、小さな橋とご理解いただきたい。

34 46

（中村委員）
バランスシート型の財政を、今後やっぱり。

（岩崎副会長）
それはどうなんだろう、義務付けの話は。近いうちにということで、よく言われるように、道路であるとか、
そういうものの資産価値をどの程度計上すべきか、というようなことは永遠の課題で、建物と基礎インフ
ラと一体的に計上するわけにはいかないだろう、とか、色んな試行錯誤が続いているということ。

今後の業務のための参考としたい。

35 46

（中森委員）
合併特例債は国が何割か出して、市が１割なり３割なり負担するということだと思う。合併特例債予定事
業に予算的なことを何も書いていない。どのぐらい特例債を使うとか市の負担割合も書いていないが、
県はなぜこの案を通したのか。解体業務も含まれるということだが、これだけのものを解体して、これだ
け特例債を使う。これだけの債務を将来負担指定かなければならない、ということを書いていない。歳入
が増えることのない自治体がどんどん整備事業に使って、将来２割か３割かの負担が残るということな
のに、これで県は良く通したなと思う。もう少し市民が分かるように予算予定を示してほしい。消防庁舎
整備事業など色々事業が書いてあるが、解体するものや集中するものやなくすものなど何も分からな
い。議論しようがないのではないか。将来の方々の負担を考えてはどうか。これで県が承認したという
が、どうなのか。

（事務局）
特例債発行可能額約428億円の中で、既にこれまで借入れを起こしているのが約251億円で、
残りが約177億円。残り５年間の中での目一杯の枠取りをしている。財政状況を考えればそれ
を全て借りるかどうかは、今後、それぞれの事業をしていく際に、事業費を含めて検討していく
ことになる。市の財政状況を踏まえて、特例債があるからということではなく、節減をしていくと
いう基本的な考え方の中でということ。ここでは、実際に計画されている事業も含めて、約177億
円を活用することが出来るように枠取りをしていくということ。実際の事業については事業費も
精査した中で、出来る限り財政負担を抑えていく。

36 46

（岩崎副会長）
今でも事業別に起債の償還計画は作るのか。

（財政課長）
今も起債を借りる際に事業ごとに作る。

6 
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37 46

（岩崎副会長）
とすると、何年にどのぐらい返すかという伊賀市全体の償還計画があって、借金が多くて危ないですよ、
という指標の基準があって、それ以上は合併特例債であれ何であれ起債は借りられないというストップ
がかかるということか。

（財政課長）
そのとおり。

（岩崎副会長）
これを全部起債事業でやったら間違いなく伊賀市はアウトになるが、残念ながらそれほど借金
まみれになる自由も今の自治体にはない。その前に国が、それ以上は借りてはダメだとストップ
する。そういう状況であることは確か。

38 46

（武田委員）
そうすると、このタイトルは「主な合併特例債予定事業」ではなく、「主な」を取って、「合併特例債で出来
たらいいな思っている事業」と正直に言わないと、「予定事業」と書くから紛らわしい。
（岩崎副会長）
それはちょっとわかりやす過ぎる。

参考として承ることとする。

39 46

（谷村委員）
もう一つ、合併特例債の償還は、どこかで見たのだが、５年ぐらい据え置きで、その後20年間元利均等
の返済となっているという情報があったかなと記憶している。年度毎に使われる合併特例債の金額は、
その時によってわからないが、それによってある時期にかなりのピーク時が出てくる。ピーク時を過ぎれ
ば、まただんだんと減ってくるということ。５年延長になる前は、10年間を過ぎたぐらいが全国的に、合併
特例債の返済のピーク時と交付税算定替えで金額がさらに減るということで、ダブルで条件が悪くなりま
すよ、といわれていたかと思う。５年延長になり、その辺がどうなるのかわからないが、伊賀市として今
後、177億円の合併特例債を使用していく、それに対する返済というのは、我々の世代ではなく、次の子
どもの世代でやってもらわなくてはいけないわけだが、それに対して、年度毎の細かい見通しというのは
立っているのか。

（岩崎副会長）
先ほども申し上げたが、事業一つひとつに償還計画を立てる。そして、全部の事業が毎年度これだけ返
すというデータを作って、それが一定の割合の割合を越えない限り大丈夫だけれども、それを越えたら
新規の起債事業はできない。その意味でコントロールはされる。10年20年の償還計画を作り、ここまで
でこの事業は終わるけれど、この先はこの事業は入るというのを全部作って、一番償還が大きいときで
も、その限度額には触れないということが前提でないと起債を起こせないので、その意味でコントロール
されていると理解している。全体のその一定割合で起債が借りられない。そういう理解でよいか。

（財政課長）
そのとおりで、財政健全化法という法律が、夕張市の破綻から施行されており、一定起債が制
限されるしくみになっている。

40 46

（中村委員）
第2次総合計画は第1次で積み残した、出来なかったものを、やるのか、継続するのか、また新しく追加
するのか、基本的に計画作りであればそう考える。もう一度そういうものを土俵に上げて検討しないと。
合併特例債なんて大きな謝金なのだから、何でもかんでも使おうというのは、時の首長は甘い。一般財
源、一般会計で例年やってきたこと以外に、これとこれとこれをやろうと、議会がどのように賛成したかわ
からないが、これからせめて後の177億は、決してバラ打ちではなく、優先・重点で使うべき。せめて、そ
ういうことは書いていいただかないと、おかしいな、審議委員は何をいていたんだと言われてしまう。私
の強い思いなので。

（堀川委員）
経営者として同感である。岩崎副会長に教えていただきたいが、資料５の11ページなどは、５年間の間
で、いわゆる財政指標などについて、この後財政健全化に向かってどのように改善していくのか、そうい
う目標値というか、とういう指標がいいのかわからないが、よく新聞等では実質公債比率など良く聞きま
すが、そういった一つの目標値に向かって、合併特例債を使いながら今よりも健全化するんですよとい
う、目標をどこかに明記しないといけないのではないか。

（意見交換）

7 
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41 46

（岩崎副会長）
それ自体は、事業を実施していく中で、健全化の目標の後に、負担する比率はこれぐらい上がるけれど
も、これなら大丈夫だとか、そういうコントロールの仕方はするはず。それは、毎年の決算でも行うはずだ
し、起債を起こす際にもチェックされる。目標値というのをどこに置くかは悩ましい。後に生まれてくる市
民も同じ施設を使うのだから、後年度負担という意味で行う借金は重要な手段であり、自治体の場合は
無借金経営が決して良い訳ではない。そういう意味で一定の借金はすべきだと思う。ただ、それをどの
程度の比率にするのかとうのは、なかなか悩ましいところ。

（堀川委員）
要は、健全化に向かってどのように改善していくのか。これだけ特例債があるから、ということで、どんど
んとやったら総花的というところへ行ってしまう。
（岩崎副会長）
行財政改革の検討会議の方では、そういった財政指標でのチェックもおそらくやっているはずだと思う。

（意見交換）

42
4
29

（相川委員）
直せる修正と直してはいけない修正を、文言と分かりやすさという所で整理したい。この時点で書いてあ
るけれど既に進行している施策に関して、「やる予定です」というのは直さない。ただ、数字では分かりに
くいのでグラフをいれるとかはどうか。人口の話でも、基本構想を作るときに相当グラフをいじってもらっ
た。今はもう３区分の65歳以上ではあまりよく分からないから、75歳以上も入れて４区分にしようとか、世
帯も平均構成人員では分からないから、一人暮らしとか独居老人の話を入れようとか。その程度の、
データは触らないで、分かりやすくするのはどうか。
武田委員の話に合った、バイオマスとかその辺の方向性を変えてしまうようなことは、今回はできないと
いうこと。

（事務局）
表はそのままで、グラフを追加することは可能。

43
4
29

（武田委員）
新しい日付で出来る文章に「平成17年度までは」とか、実際に人口がものすごく減っているのに「横ばい
から減少に転じています」とか、これはおかしい。それから、バイオマス、風力、太陽光。現実には何も
やっていないので、方向転換でもなんでもない。文言を「再生可能エネルギー」に変えるだけだから何の
影響もない。

この計画は平成15年に、平成16年の合併後10年の計画として策定したものであり、既にこの計
画を根拠に合併特例債を活用した事業がある。そのため、今回の計画変更は、現時点で向こう
５年間の新たな計画として作り直すという考え方ではなく、今日までのものについては維持し、
今後の見通しのなかで必要なものについて追記することで、期限延長する5年間に対応するこ
ととしているため、ご意見への修正対応は行わないこととする。

44
4
6

（岩崎副会長）
そうすると、Ｐ４や６については、今後のことについて書いておくということでいいという判断か。

（事務局）
そういう判断のもとで変更案を作り、事前協議をした。

45
45
46

（谷村委員）
庶民の感覚で教えていただきたい。市の財政計画をこれだけじっくり眺めたことがないのだが、パッと見
た感想。数字を変えてくれということではない。平成17年度という旧の計画がある。これはおそらく、平成
15年度ぐらいにかなり精査して計画を作られたと思う。下の方に変更後というのがある。これはおそらく
決算の数字だと思う。私たちが考えるに当たって、例えば歳出の人件費。平成17年度は88億円。ところ
が決算をみると98億円で10億円ほど増えている。すなわち、１割以上増えている。10年先の計画であれ
ばかなり誤差が出るというのは理解できるが、計画作成から２年先でこんなに誤差がポーンと出てくる。
市の作る計画というのはこんな程度のものであるということなら、左様ですかと市民としては頷きたいと
思うが、市民感覚で会社の計画等が出てきた場合、これだけの誤差が出てくるのは非常に考えにくい。
例えば、地方税はその時の景気によって、会社でも売り上げによってドーンと増えたり減ったりすると思
うが、人件費というのは職員の数でほぼ決まってくると思う。これに10％もの誤差があるのは、庶民とし
て理解できない。特殊事情によってこのような差が出たと考えてよいか。

（事務局）
平成15年頃、合併協議の中でこの計画が作られたが、人件費というのは職員の給与、手当て
がある中で、合併当初予想していたものと差があった。詳しくは分析していないが、当初考えて
いたよりも多くの退職者が同時に出たことから、退職金も人件費に含まれているので、見込みと
決算の差となったと考えられる。

（岩崎副会長）
そこは専門家に分析してもらわないといけないけれど、私の考えでは退職金の影響は大きかっ
たと思う。もう一つ、税収について伸びているのは、ご存知のとおり三位一体改革で、所得税の
一部が税源移譲で地方税に置き換わったことによって、地方自治体の税収が一応増えた形に
なっているというのが、ここでも数字から読み取れるということ。その意味では、ここでも何度も
言っているが、財政見通しというのは、国が制度を少し変えただけでもガクッと変わる。今年か
ら来年に向けての消費税の見直しについても、おそらく来年以降影響が出てくるはず。そういう
意味で、財政見通しというのは、あくまでも目安ぐらいの話としないと厳しいと思う。
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46
46
事業
一覧

（中村委員）
関連して、ご覧いただきたいのは資料５の下の財政計画。それから資料６の特例債予定事業。今まで
251億円を使って、残り177億円の枠がありますということだった。今まで251億円の合併特例債を使って
どのようなことをしてきたか、結果的にどうなったのか。おそらくは、総花であちらこちらへ行った感じでは
ないか。５年延長して、まだ177億円の枠があります、と言うが、後の5年間と言うのは、地区別計画資料
のどこかにも書いてあるが、一番の反省は総花的ということ。これからの５年間で、資料６には30事業あ
る。収入と歳出の額を見ると、地方債と言うのが50数億円。これが特例債と考えていいのか。

（財政課長）
50億円の内30数億円ぐらいがほぼ特例債。後は、交付税の代替財源となっている臨時財政対
策債など他の起債も含まれている。

47
46
事業
一覧

（中村委員）
やっぱり、特例債は何年度にいくら使うとはっきりとした予定でないと、あれもこれも出たとこ勝負で必要
なら使いますと言うのは民間ではとても考えられない。倒産する。約177億あるなら100億まで使いましょ
うという予算化をして、この５年間できっちりすべき。それが多いのか少ないのかはそれぞれの年度でま
た考えればいい。それから、100億円で30事業を５年間に亘ってやるわけだから、マックス177億円を30
事業に分散したらという計画をする段階で、合併特例債というお金を、どこへどのぐらい何年度で使うか
というぐらいの緻密さと言うか、計画の段階でそのぐらい突っ込まないと全く信頼できない。民間だと社長
の首が飛ぶぐらいのこと。すでに新年度が始まっている段階なのにこのレベルではとんでもない。厳しく
申し上げたが率直な意見。

（岩崎副会長）
先ほどから市の方から説明していただいているのは、177億円の枠取りという言い方。これから基本的
に５年の間で、マックスで177億円の特例債の枠を使えるように、適用できる事業はこの中に全部載せて
おかないと、合併特例債を使うためには一言でも入ってないと使えない、ということがまずある。そのた
めにこれを作った。だから、時点修正は最小限しかしていない。県もそれでいいと言っているのはそうい
うことだと思う。具体的な事業をこれから伊賀市が精査していって、これにこのぐらいの特例債を当てて
いこう、という風に、個別に事業を計画する段階で、それは建設計画に載っていますね、という一言が要
るから、言葉は悪いがそのためのエクスキューズとして今回の計画の改定があったんだと理解してい
る。主な合併特例債予定事業というものは、こんなものを全て進めていったら177億円なんていくらあっ
ても足りない。ＪＲ関西本線電化事業が入っている。できるわけが無い。むしろ、こういった事業を一つひ
とつ事業化していくに当たって、より有利な財源として合併特例債をどれくらい使えるか。だから枠取り。
こっちを食べましょう、こっちを食べましょう、それで最大食べられるのが177億円ですという計画をまず
は作ったということ。

あくまで、この計画変更は、合併特例債の起債限度の残り約177億円を、今後最大限活用でき
るように、目一杯借りると仮定して枠取りをするもの。実際には、年度毎に事業を計画し予算か
していく中で、実施すべきかどうか、実施するとしたら、全体のバランスの中でどの程度の規模
で行うべきか等を精査することとなる。

48
事業
一覧

（堀川委員）
概算事業費と実施時期を教えてもらいたい。約177億円が発行可能というものの、では１ページと２ペー
ジでどのぐらいまでいっているのか。177億円いっぱいまで使っているのか。また、庁舎等の整備事業の
場合、周辺の道路等色々と付帯するものがあると思うが、それらの整備については含まれていないと思
う。特例債に該当しない関連事業について、一般の起債で対応すると想定される事業についても教えて
もらいたい。市庁舎や消防庁舎であれば建物は合併特例債に該当すると思うが、取りつけ道路など関
連のものは、これだけ本体事業があれば付帯するものはすごい金額になるのではないかと思うが、一
般の市債で対応するのか。

（事務局）
当然、今後伊賀市が行う事業の中には、特例債以外の事業も考えられる。ここでは、特例債と
いう有利な財源を使って行うことを予定しているものを挙げている。付帯する道路整備などは、
道路改良事業の中で他の交付金も含めて進めていくと考えている。具体的に計画されているも
のもあるが、あくまで、ひょっとしたら必要になるかもしれないということも含めて、予想される事
業を挙げているということ。

49
事業
一覧

（堀川委員）
個別の事業で概算どのぐらい見込んでいるということは現在は出せないということか。

（事務局）
あくまで、この計画は、残りの約177億円という大きな枠の中で、目一杯借りる、最大限活用する
という想定で作っている。実際にはわからない。ただ、その枠の中でこういった事業を考えたと
いうこと。
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番号 該当頁 ご意見 ご意見への対応

50
事業
一覧

（堀川委員）
去年の６月とか10月基準で、現在建設物価が２～３割、極端な場合５割上がっているとか、職人さんが
確保できないために不調になるということが県内でも沢山起こっている。そういうことがあればこれも変
わっていくということ。また、本当はやりたかったけれども、177億円を越えそうだから、事業を辞めるとか
縮小しようかということもありうるということか。

（事務局）
事業自体をどうするかというのは、市のその時の財政状況による。177億を超えている場合は、
特例債は活用できないということ。ただし、基金や一般財源を活用して事業を実施するのかどう
かは、個別に事業の検討をしていくということになる。
（堀川委員）
１ページと２ページで総額が大枠で177億円ぐらいと理解をしておく。

51
事業
一覧

（中森委員）
いま副会長から説明を聞けばわかるが、庶民にはわからない。これみんなやってくれるのかと。予算は
どうするのかな、庶民の感覚からすればこんなに借りるのかとなる。庶民にもわかるような表現にしても
らいたい。難しいことを言っているのではなく、税金を払っているのは庶民なのだから。削ったり減らした
り解体したりというのは考えないが、本当はそれも入っているということ。そういう表現も分かりやすいよ
うに若干書き入れてもらわないと疑問を持つのもわかる。説明を聞けばわかるが、先々のことを考えれ
ば、こんな楽観的にものを作っていいのかと、もっと悲観的に考えないといけないのではないか。

（辻上副市長）
市長も含めて内部協議をしてきた。実は昨日、公共施設最適化を計るための検討委員会が始
まったが、伊賀市の場合は色んな施設が沢山ある。合併したということも含めて、類似の市に
比べて２割ほど多く抱えている。これは人口一人当たりということになるが、これから人口が
減ってくるので、それに応じた適正規模、人口に応じた施設整備が必要ではないかということで
抜本的に進めていく。財政計画と合併特例債の関係についても、あくまでも枠取りという考え方
で、全てを使うということではない。市長の基本的な考え方も、無駄のない財政ということを公約
にも掲げており、総合計画でもそういう柱を立てている。今後、有利な財源があればできるだけ
そういうものを使うし、そもそも、あれもこれも作るという発想に立たずにやっていくということを
基本に、精査していくと考えている。

52
事業
一覧

（山本委員）
パブリックコメントの際に特例債予定事業は出すのか。

（事務局）
パブリックコメントには出していない。

53
事業
一覧

（武田委員）
資料６の中で、中間施設整備と浄化センター、ＪＲ関西本線電化事業、土地改良事業は、総合計画には
出てこなかった、出来たらいいなと思っている事業だと考える。それにしては、病院関係のことが一言も
書いていないが、大丈夫なのか。病院のことをやりたいように総合計画ではかなり言っていたのに、これ
には一言も書いていなくていいのか。

（市川委員）
これ以外にも入ってくることもあると言うことではないのか。

（武田委員）
「主な」ということか。

（岩崎副会長）
例えば、病院で言うと、改定前の計画が生きているので、20ページから21ページにかけて「基幹病院の
整備・充実」と書いてあるので、これが書いてあれば合併特例債の根拠になる。

（意見交換）
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番号 委員名
意見
種別

ご　　　　意　　　　見
対応
区分

対　　　　応　　　　案 備考

1 武田委員 質問

陳情会や市長と語る会、議員と語る会は存続して陳情の場がもう一つ出来るだけ
か。４つのシステムを上手くまとめられたらいいが。
パフォーマンスで市長や議員と語るのは構わないが、下手をすると陳情の場が増
えるだけ。

（岩崎副会長）
まちづくりの課題目標取り組みのところに住民がどれだけ参加できるかどうか。
各支所の力量が試される部分だと思う。あえてそれぞれ違うものを作ろうという
ことなので、大山田は大山田、青山は青山のスタイルの地区別計画が出来てくる
であろうことを期待したい。

回答
済

2 山本委員 意見

理想としては自治力の向上が求められる計画であってほしい。そのためには、７
ページの地域割りだが、青山などは住民自治協議会が６つあり特色が全然違う。
計画を立てるときに青山を一つにしてしまうと総花的な計画にならざるを得な
い。であれば、地域ごとに出してもらって、それをまとめて青山として出してい
くという形を取らないと、また青山地区はこんなものをしていくのかといわれる
ような大雑把なものしか出来ない。自治地区の基礎データでも、人口の推移など
でも地域によって違ってくる。その辺はどう考えているのか聞きたい。

（鈴木委員）
それに関連して、上野地区も大きいと思う。

回答
済

（事務局）
青山の中でも色々ある、また、上野も広いのではないかということだ
が、地区別計画のひとつの括りとしては、まずは一つの支所単位で計
画していくことを考えている。だた、委員が仰るように、上野は広く住民
自治協議会数も多いことや、青山においても人口状況が地区によって
異なるということもあるので、各地区別計画の中で、必要に応じて構成
をどうするか等も考えていってはどうかと思っている。それは、各支所
と連合会との話し合いの中で考えていければと思っている。

3 山本委員

行政側が素案を出すということだが、そういう話も連合会にもって行くというこ
とか。 回答

済

（事務局）
そうです。

4 中村委員 質問

自治センターと市民活動支援センターという２つの施設はどうなっていくのか。
そこに支所がある。我々には市民センターを作っていただいた。公民館もある。
行政としては、施設が多すぎて整理していかないといけないというときであり、
既存のものを活用するのであれば名称を統一すればいい。どこがどういう役割を
するのか。自治センター、市民活動支援センター、市民センター、公民館は別に
するとしても、それから支所の役割も大きくなる。その辺をきちんとしておかな
いと、それも各地区で自由にやりなさいというと、それではあまりにも市全体の
総合計画と連動しない。その辺の整理が必要。

回答
済

（辻上副市長）
自治センターは新市建設計画に出てくる用語。住民自治活動の拠
点として自治センターを設けようと書いてある。その自治セン
ターを現在に当てはめると、地区市民センターになっている。
地域によって公民館が残っているところもある。それぞれ目的を
持って設置された施設だが、ややもすると行政の偏りがあるので
はないか、住民自治活動と公民館活動との境もなくなっていると
いう指摘もある。今年度その見直しをやっていこうということで
取組む予定となっている。
市民活動支援センターは、ゆめぽりすセンターに機能が包含され
ている。

5 中村委員 意見

我々の地域は「まちづくり協議会」という名前だが、資料の中には「まちづくり
協議会」という言葉は出てこない。馴染みがあるので私は「まちづくり協議会」
が好きだが、好き嫌いの問題ではないから、住民自治協議会なら住民自治協議会
で統一してはどうか。

回答
済

（辻上副市長）
住民自治協議会、まちづくり協議会など地域の皆さんで呼びやす
い名称をつけていただいている状況だが、自治基本条例の規定に
よると、住民自治協議会という名称で整理されている。

第1４回審議会　意見・対応一覧　（地区別計画）
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番号 委員名
意見
種別

ご　　　　意　　　　見
対応
区分

対　　　　応　　　　案 備考

6 谷村委員 意見

谷村：上野は沢山の住民自治協議会がある。おかれている立場もかなり違う。そ
の中で上野地区の計画を作るというのは、旧市の総合計画を作るのと全く同じ。
本当にできるのか。
（地区内の住民自治協議会が協働して行う取り組み）というのは、複数の住民自
治協議会が一緒になってやるということだと解釈できるが、どれほど22地区の連
合会で話が出来るのか。一つの住民自治協議会が頑張る取り組みを出すなら出せ
るが、それをやれば総花になる。協働するものを挙げていくのであれば、現実の
事務の負担が大きく、かなり難しい。

（岩崎副会長）
地域まちづくり計画や部会構成は似ている。教育文化や産業振興の部会別の人た
ちだけで集まってはどうか。住民自治協議会の地域の枠を取っ払って、部会別で
福祉をやっていくにはどうすればいいか。
おそらく、地域性を踏まえながらも住民が共通して考えている課題、例えば包括
ケアシステムはどの地区でも出てくる今回の計画の目玉だと思うし全地区で出て
くると思う。それを一旦住民自治協議会で、部会の議論を踏まえて横でつながっ
てみる、本来それが支所の役割だと思うので、一生懸命汗をかきますというこ
と。

回答
済

各支所が中心となり、丁寧な意見交換によって地域の意見を反映
した地区別計画を策定するよう配慮していきたい。
特に、地区内の住民自治協議会が連携した取り組みについては、
副会長の提案されている部会別の連携も含めて、今後各連合会長
と協議していきたい。

7 岩崎副会長 質問

上野の支援体制はどうなるのか。

回答
済

（辻上副市長）
上野エリアの支所は実態はないが、将来的には必要と考える。本
年度、地区別計画を作るには、支所がその役割を担うということ
になっているので、上野エリアについては本庁の、具体的に言う
と、地域づくり推進課というのがあるので、そこがその役割を果
たすのかなと想定している。

8 堀川委員 質問

この住民自治地区連合会は条例の背景があるのか。
住民自治協議会は自治基本条例に定めがあるので責任のある団体だと思うが、連
合会というのは、責任の所在というか、リスク管理の面で当事者となれるのか。
花火大会などの主催者として対象となれるのか。

回答
済

（事務局）
住民自治地区連合会の設置については、自治基本条例第３３条に
定められている。
（辻上副市長）
条例で定められた付属機関的な役割しかない。諮問答申などを行
うことを想定しており、具体的な事業を行うことは想定していな
い。一方、住民自治協議会は、それぞれ構成メンバーがあり総会
を開いて意思決定もしているので、主体となれる組織体。まさし
く事業主体になる。複数の住民自治協議会が力を併せてなにか行
事を行うときに、実行委員会形式で別途組織を作るのか、あるい
は役割分担をして自主的にやるのか、それは行事ごとに考えるべ
きこと。

9 谷村委員 質問

地区別懇談会等で意見集約を行いとあるが、上野地区では、地区別懇談会とはど
ういう形で実施されるのか。

回答
済

（辻上副市長）
現在、具体的な形はまだないが、今後地域づくり推進課で時期、
単位、進め方等相談させていただきたい。
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番号 委員名
意見
種別

ご　　　　意　　　　見
対応
区分

対　　　　応　　　　案 備考

10 中森委員 意見

支所機能が沢山残っているが、支所が各地区に一つ必要かどうかも議論してもら
いたい。全部あればそれぞれに職員もいる。２つや３つを一つにするとか、全国
的に見れば伊賀市はそんなに大きな市ではないので、支所を減らしていかないと
職員が一向に減らない。住民自治協議会は地域の行政援助が必要だと思うが、支
所についてはもう少し少なくという発想で考えてもらいたい。

参考

市として、各地域における地域振興を支援するため、支所の施設
や職員数の規模ではなく機能を強化していく方向性を打ち出して
いるところである。
今後、人口減少や厳しい財政のもとで、引き続き事務事業の効率
化を検討する中で貴重な意見として参考にしたい。

11 山本委員 意見

岩崎副会長が提案された、それぞれの部会が手を取り合っていくというのはすご
くいいことだと思うが、全てにおいてそうやってしまうと、せっかく出来た住民
自治協議会という一つの単位がぼやけてしまうのではないか。それから、住民自
治協議会を構成している一人ひとりの、生きている地域での重みが希薄になって
しまう。それは気をつけるべきことだと思う。

（岩崎副会長）
それぞれで頑張った上で補完していくことも必要。集落ごとにやっているどのお
祭りも担い手不足。それを集約していくことが必要になる。出来なかったらいく
つかは廃れていくことになる。その時に、どれを残してどれをなくすか決定でき
るのは住民。行政では言えない。それを議論するのが住民自治協議会だし、同日
開催をずらしたり人の融通をし合うなどの相談をするのが、この連合会の場なの
ではないか。地区別計画の中に、「お祭りの存続を図るために」という項目を設
けることもありうる。
（中村委員）
伊賀地区では３つの住民自治協議会があるが、お祭りでも声をかけている。協働
でやる情報発信なども、大いに連合でやったらいい。ただし、お祭りや盆踊りを
一つにまとめようというのは難しい。やらないほうがいい。

回答

各支所が中心となり、丁寧な意見交換によって地域の意見を反映
した地区別計画を策定するよう配慮していきたい。

12 相川委員 意見

今回の一番の特徴というのは、行政がとりあえず素案を作るというところ。これ
に関して地域での説明方法、どれだけ民主的にやれるか、地域特性に合った単位
でやれるか、というのがポイント。 参考

13 相川委員 意見

問題点だが、ここで今までの問題がちゃんと列記されているのか、されていると
すれば、それを資料８，９のところでカバーできているかどうか。一つひとつみ
ていきたい。まず総花的な内容になっていたかどうかというのは、一応次のペー
ジの各視点で、各地域の違いに配慮するとなっている。ただ、皆さんの話を聞い
ていると、進め方に関して、あるいはデータに関して、相当工夫の余地があると
思った。地域のデータだが、さっきも出たが、丸めてしまうと良くない。少なく
とも国勢調査は町丁目データで公開されているので、地区によっては地区でまと
めたものよりも、３箇所とか８箇所とか、皆さんに分かりやすい単位でこのデー
タの整理をする。

回答

問題点について、策定方針（案）で改めて整理を行った。
各地区のデータについては、可能な限り地域ごとのデータを示す
方向で調整し、分かりやすさに配慮したい。

14 相川委員 意見

素案の段階でのおろし方に関しても、住民自治地区連合会というのは確かに諮問
機関だが、地区によっては各住民自治協議会まで入り込んで下ろしていくという
ことをしないと、問題点及び視点の「配慮」というのは出てこないのではない
か。

回答

各支所が中心となり、丁寧な意見交換によって地域の意見を反映
した地区別計画を策定するよう配慮していきたい。

13 
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15 相川委員 意見

進行管理のところだが、支所が進行管理の機能を持つという話。全体的な進行管
理のしくみについては再生計画にあるが、支所で果たしてこれが出来るのかどう
か。これは、次の支所に関する機能強化の話とも連携してくる。
各支所が関与する施策や事業が曖昧だったという３番目の問題に関して、支所機
能をどれだけ強化するのかということで、再生計画の１６０ページに「地域内分
権を支える支所機能の充実」に「地域振興推進事業」というのも入っているが、
ここは実は年次目標は全く入れていない。支所のあり方については全く議論でき
なかったので、地域に本当にこういったことを説明できる地域担当職員を配置す
るのか。全ての支所で振興推進事業を行い、進行管理が出来るようなシステムを
作るのか、これはかなりポイントなので、行政のほうでも気をつけていただきた
いし、私たちももう一度その視点で支所機能というものを見ていく必要がある。

回答

今後、各地区と連携して策定作業を行う中で、特に地区別の取り
組みについて、具体的な検討を進めながら、実効性の高い進行管
理のあり方も併せて検討していきたい。

16 相川委員 意見

行政が主体となる取組みも、本庁なのか支所なのか書き分けていく必要がある。
支所に独立した予算と推進管理の体制を持たせるのであれば、「行政」と丸めて
しまわないで、「本庁」「支所」と書き分けたほうが良い。 回答

ご意見を踏まえて、計画書の構成や内容等に反映したい。

17 相川委員 質問

「「協働マーク」施策等の管理ができていなかった」とあるが、「管理」なの
か。実行手段が担保されていなかったので実施できなかったのか、それとも何か
管理ができていなかったのか。実行手段が担保されていないということは、人と
お金をつけるのかどうかということが問題点で、ここに関する回答が資料のどこ
にも書いていない。この４番目については、意味と問題点を事務局に聞きたい。
お金が無くて出来なかったということであれば、その対応についてもどこかに
入っていないといけない。

回答
済

（事務局）
多くは実行を含めた管理。

18 中村委員 意見

進行管理がなされていなかったというのは非常に不満。われわれは毎年事業計画
と予算と何をやった何が出来なかったということを出して総会で部会長が発表し
ている。市の本庁や支所には届いてないかもしれないが、総会には支所長が出席
しており、総会資料も渡している。どこでもやっていると思う。だから、あまり
きちっと枠を作らないで、少し自由に泳がしてもらって良い。地域活動支援金も
人口が減ったので今年少し減らされたが、いただいている。これからは何とか
もっと自分たちで稼がないといけないということも考えてやっている。そんなに
きっちり書かれて、問題だということではないと思っている。

参考

今後の地区別計画策定のための参考としたい。

19 武田委員 意見

伝統行事の支援は要注意。伝統行事と言っていて昭和初期から始まっているもの
もある。明治時代から始まっていれば伝統行事とするとか、江戸時代から続いて
いたら伝統行事とするとか。文化財が入っていればわかりやすいが、そうでない
ものの峻別が難しい。

参考

今後の地区別計画策定のための参考としたい。

20 武田委員 意見

住民自治協議会は地区のクラブ活動の支援みたいな側面がある。高度成長期に潤
沢な支援や助成や補助を一杯やってきて、無くなってから収拾がつかなくなって
きたからこういう制度を作ったという側面もある。だから、支援、助成、補助を
整理できていないとだめ。また、権限を住民自治地区連合会、住民自治協議会は
与えられている。ある程度統一した規約などをしておかないと危ない。

参考

地区別計画の策定についての直接のご意見ではないが、今後の住
民自治施策のための参考としたい。

21 武田委員 意見

現役世代が参加できるようにしないとかなり危ない。高齢者に任せているのには
かなり危機を感じている。その辺のしくみが出来ないと大失敗する可能性が高
い。

参考

今後の地区別計画策定のための参考としたい。
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22 中森委員 意見

これまでの地区別計画の問題点が書かれているが、進行管理はなされている。関
与する事業が曖昧も曖昧だったらできない。曖昧ではない。協働マークの管理が
出来ていなかったということも、自治活動でちゃんとやっている。地区はちゃん
とやっている。地区の事の勉強が足りない。

参考

今後の地区別計画策定のための参考としたい。
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