
新市建設計画（伊賀市まちづくりプラン）　パブリックコメント意見・対応一覧

番号 該当頁 分野（箇所） ご意見 ご意見への対応
修正対応

（該当箇所）

1 19 分権・自治の確立

【自治センター・市民活動支援センター等の整備】
　伊賀支所をはじめ、西柘植市民センター、いがまち公民館（いがまち分館を含む）は、いずれもか
なり老朽化していて、もちろん耐震性もありません。巨大地震が起これば大変です。早急に建て替
え、新築、移転などの対策が必要です。その対策については、いろいろお考えでしょうが、上記の
いがまち分館については、経済性からも考えて、西柘植市民センターといがまち公民館といがまち
分館を複合施設として考えていただきたいと強く要望いたします。

新市建設計画につきましては、10年前の合併当時に伊賀市の将来にわたるビジョンを
幅広く記載した計画となっています。個別具体的な内容につきましては、昨年度策定し
ました第2次伊賀市総合計画再生計画の中で、具体的に記述しています。今回いただ
きましたご意見につきましては、現在策定を進めている伊賀市公共施設最適化計画の
中でも各公共施設のあり方を検討していますので、公共施設の統廃合を目指すこととな
りますので、公共施設最適化計画策定の検討の参考とさせていただきます。

なし

2 32 教育・文化の充実

【心と体を育む生きがいづくり】
　「・・・多種多様な学習活動やスポーツ活動に親しむ機会を充実させ、学べる場、交流の機会など
を拡充するとともに、だれもがいつでも自由に学べる体制づくりを促進します。・・・」と書かれ、「・・・
図書館や公民館等の図書室（図書スペース）については、いつでもどこからでも読みたい本が借り
られるよう、図書のデータベース化や、貸し出しシステムを構築するなど機能を充実させていきま
す。」ということで、すでに1図書館5分館ともパソコン検索システムで結ばれ、配送システムができ
ました。このように読みたい本が決まっていれば検索システムで十分でしょう。
　しかし、だれもがいつでも自由に学べる場としては全く不十分です。本来の図書館（分館）の役目
は、住民が日常的に豊かな文化を求めて学び、憩うところです。幼児、児童、学生、主婦、働いて
いる人、高齢者など、だれもが身近に豊かな文化に触れることができることが大切だと思います。
上野図書館は、図書館としての機能を持っています。しかし、いがまちの住民が利用するにはあま
りに不便です。日常的にはとても無理です。
　いがまちは1万を超える住民が住んでいます。現在、いがまち分館の利用者は、ここ数年少しず
つ増えてきて、年間3千人を超えました。しかし、開架されている本は1万冊もなく、読書コーナーも
学習室（学習コーナー）もありません。（児童用の図書は、公民館の配慮で和室を使っています。）
　いがまちの住民にも「だれもがいつでも自由に学べる体制づくり」を保障するために、図書館の機
能（司書がいる、4万冊ぐらいの蔵書、閲覧コーナー、学習コーナー、読み聞かせ室など）をもった
図書館を建ててください。市民センターや公民館との複合施設として考えることも可能だと思いま
す。
　予算的には大変だと思いますが、子どもを豊かに育み、働くものから高齢者まで住んで良かった
と思えるいがまち、伊賀市にするには、決してムダな事業ではないと思います。

新市建設計画につきましては、10年前の合併当時に伊賀市の将来にわたるビジョンを
幅広く記載した計画となっています。個別具体的な内容につきましては、昨年度策定し
ました第2次伊賀市総合計画再生計画の中で、具体的に記述しています。今回いただ
きましたご意見につきましては、現在策定を進めている伊賀市公共施設最適化計画の
中でも各公共施設のあり方を検討していますので、公共施設の統廃合を目指すこととな
りますので、公共施設最適化計画策定の検討の参考とさせていただきます。
また、図書館のあり方につきましても、伊賀市全体での図書館のあり方を含め参考とさ
せていただきます。

なし

1 



新市建設計画（伊賀市まちづくりプラン）　各住民自治地区連合会諮問時口頭意見・対応一覧

番号 該当頁 分野（箇所） ご意見 ご意見への対応
修正対応

（該当箇所）

1 表紙
計画名 新市建設計画が先なのか、伊賀市まちづくりプランが先なのか、諮問書と統一する必要

があるのではないか。
新市建設計画（伊賀市まちづくりプラン）に修正します。

【反映】
表紙

2 全般

全般 今回の答申について、今まであるものについての意見はなしかどうか。従前の新市建
設計画に対する意見を述べてよいのか。

3 全般
全般 合併特例債の該当部分を当て込んだだけの変更。これまでの経緯を見直して、計画を

全体的に見直していくことはあるのか。

4 全般
全般 今回の変更についての、住民に対する売りは何か。 今回変更ができなければ、有利な財源である合併特例債が活用できなくなります。有

利な財源である合併特例債を引き続き活用できるということがポイントです。 なし

5 全般

全般 合併特例債を残り5年間で、全額借入していく計画となっているとのことであるが、何％
かは自己負担分があるので、全てを借入するのではなく、バランスを考えた借入を要望
する。

6 全般
全般 合併特例債についても借金には変わりないので、精査する中で、事業の選択をしていた

だきたい。

7 全般

全般 今回の変更については、人口推計と合併特例債の5年の延長ということであるが、合併
特例債の借入予定事業を計画に盛り込んだものと考えてよいのか。

資料6の借入予定事業については、平成27年度から5年間で実施する可能性のある事
業を掲載したものです。今回の変更案については、これらの事業を、合併特例債の借
入限度額満額を借入する事を前提に作っております。実際の事業実施については、毎
年度の収支のバランスや財政状況等を踏まえた中で、実施事業について検討していき
ます。

なし

8 全般

全般 10年前の当時として、建設計画の中身自体が、積極的な文書ばかり。例えば交通体系
などでも地域的な交通体系について、かなり書き込んでいる。しかし実際は、なかなか
手を付けられていない部分も書かれている。伊賀線についても活性化について特例債
の対象としているが、今でも60,000千円の補助金が出されており、複線化等の活性化を
書かれても、どのように活性化していくのかわからない。何故鉄道が必要なのか。何か
場当たり的なものを感じる。個別の計画があるのに、先にある計画が足かせになり、計
画が進んでいかない。伊賀市の交通体系はどのようにしていくのか。

新市建設計画は、合併前に合併後の伊賀市の将来に亘るビジョンを幅広く記載した計
画です。個別具体的な事業の方向性は第2次伊賀市総合計画再生計画にて取組内容
を記載しており、地域公共交通については安定的で持続可能な交通サービスの提供
の施策として、その方向性や取組内容を記載しております。特に持続可能な交通体系
を構築していくためには、行政や交通事業者のみならず、市民や地域など交通に関わ
るあらゆる主体が連携・協働して、それぞれが対等に適切な役割分担のもとに取り組
む必要があると考えます。交通計画の策定作業では、そうした視点を考慮し、地域の
実情等に適した運行形態のあり方も含め検討していきたいと考えます。

なし

9 全般

全般 合併特例債が5年延長されるとのことであるが、5年間というと地域の要望も変わってく
るもの。当初10年の計画の中では無かったが、次の計画変更の際には盛り込まれてい
くようなイメージも持っていたが、そのあたりはどうか。

これまでの合併特例再活用事業が従前の計画に基づいて実施されていることから、こ
れまでの取り組みについても掲載しておく必要があります。計画全体を見直すというよ
りは、これから先の取り組みについて意見をいただきたい。ただし建設計画は伊賀市
の将来を大きく見通したものであり、個別具体的な計画については、総合計画の中に
盛り込んでいき、取り組んでいくこととなります。

なし

10 全般

全般 総論的に、合併特例債が5年延長されたから、計画を全て5年延ばすというのは、先延
ばしにするという感がある。例えば庁舎についても5年延びたからといって、伸ばすとい
うことではなく、早急に結論を出すべき。

新市建設計画の計画期間を5年間延長することで、合併特例債の活用も5年間延長さ
れますが、実施される個別の事業については、実施事業の年度計画を含め、計画的
に取り組みます。 なし

これまでの合併特例再活用事業が従前の計画に基づいて実施されていることから、こ
れまでの取り組みについても掲載しておく必要があります。計画全体を見直すというよ
りは、これから先の取り組みについて意見をいただきたい。

なし

今回の変更案では、合併特例債を満額借入れることが可能となる枠取りを前提とした
計画案としていますが、実際の借入事業については、毎年度の収支のバランスや財政
状況などを考慮する中で、事業実施を検討していきます。

なし

2 



番号 該当頁 分野（箇所） ご意見 ご意見への対応
修正対応

（該当箇所）

11 6
（１）人口 高齢化率が35.1％としているが、甘い推計ではないか（千戸では既に４０％）。 地域によっては、それ以上のところもあるが、伊賀市全体として推計しています。それ

以上の地域については、それに対応する政策を推進していく必要があると考えます。 なし

12 6
（人口） 人口減少等について、市民の皆さんに理解していただくことも必要。市と住民が一緒に

向かい合って取り組んでいかないと前に進んでいかない。
ご意見を参考に事業を進めます。

なし

13 16

②伊賀流住民自治
活動に対する支援

自治センター化については、総合計画や建設計画など、色んな所で出てくるが、各自治
協では時期尚早と言っているにも関わらず、導入を考えていると一方的に言っている。
当然市が最低限のサービスで、市民センターを維持していく必要がある。指定管理がつ
いてまわることであるので、自治センター化については、ゆずれない部分がある。

14 16

②伊賀流住民自治
活動に対する支援

内容的にも財政計画など住民には距離がある。住民に特に関わりが深い部分について
は、自治センター化のことかと思う。再生計画の答申について考えると、自治センター化
はむずかしいと考えたが、建設計画の中でも、あたかも自治センター化について進めて
行くことを書かれていることに違和感を感じる。

15 16
②伊賀流住民自治
活動に対する支援

自治センター化については、38の自治協の中で、立場も違うなかで差も出てくると思う
が、同じ方向で、整理していくには無理がある部分もある。

16 16

②伊賀流住民自治
活動に対する支援

新築したセンターと、古いセンター（修繕などに費用がかさむ部分がある）が、同じ形で
スタートを切ることはできないのではないか。

平成25年度には、地区市民センターの指定管理者導入について住民自治協議会対し
説明会を開催し、また、話し合いを重ねてきましたが、多くの住民自治協議会から理解
を得られず一旦検討を見直すこととしました。
この経過の中で見えてきた課題を再度洗い出し、伊賀市にふさわしい地区市民セン
ターの運営（自治センター化）等のあり方について住民自治協議会代表者と有識者と
でH26年度に検討を進めていきます。
また、現在第3次地区市民センター整備等検討委員会において整備計画案を検討して
います。

なし

17 16

分権・自治の確立 国交省の言っているコンパクトシティの考え方は建設計画の中に出ているのか。（庁舎
が外に出て行くことがコンパクトシティの考え方と照らし合わせてどうなのか。）

新市建設計画は、合併前に合併後の伊賀市の将来に亘るビジョンを幅広く記載した計
画です。個別具体的な事業については、第2次伊賀市総合計画再生計画に基づき取り
組みます。

なし

18 16

分権・自治の確立 市の施設がバラけていることも、市民の方が不便を被っているということは、早急に解
決していくべき。

公共施設の配置については、本計画の「公共的施設の適正配置と整備」の考え方に
基づき、本年度策定中の公共施設最適化計画（仮称）の中で位置づけて進めていきま
す。

なし

19 17

③伊賀流住民自治
の実現に向けたパー
トナーシップの形成

地域とのパートナーシップについては1つの項目だけでなく、数ある項目の中から地域
の特性に応じて選択できるような体制をとることが望ましい。

ご意見を参考に事業を進めます。

なし

20 19

分権・自治の確立
主要施策

資料6の中の地区市民センター整備事業については、どのような整備計画となっている
のか。

現在、第3次の整備計画を策定している段階です。
計画の方向性ですが、公共施設白書及び公共施設最適化方針を上位方針と定め、そ
れとの整合性を保つ中で、具体的にどの様なものを整備し、その優先順位はどの様な
ものにするのか基準を検討し、限られた予算の範囲内で計画を策定していきます。

なし

21 23

⑤若者が定着する魅
力あるまち

少子高齢化の流れは分かるが、小学校の給食無料化などにより、人口増加につながっ
ている市もある。伊賀市はどういった手立てをしようとしているのか見えない。

新市建設計画は、合併前に合併後の伊賀市の将来に亘るビジョンを幅広く記載した計
画です。個別具体的な事業については、第2次伊賀市総合計画再生計画に基づき取り
組みます。

なし

平成25年度には、地区市民センターの指定管理者導入について住民自治協議会対し
説明会を開催し、また、話し合いを重ねてきましたが、多くの住民自治協議会から理解
を得られず一旦検討を見直すこととしました。
この経過の中で見えてきた課題を再度洗い出し、伊賀市にふさわしい地区市民セン
ターの運営（自治センター化）等のあり方について住民自治協議会代表者と有識者と
でH26年度に検討を進めていきます。

なし

3 



番号 該当頁 分野（箇所） ご意見 ご意見への対応
修正対応

（該当箇所）

22 34

教育・文化の充実
主要施策
「校区の再編」

教育事情が難しくなってきている。鞆田・玉滝はひとつになることに反発している中で、
市当局は、そういったものを残していく努力をすべきではないか。そのあたりの考え方
が、この計画の中に反映されていない。斎苑が新規事業として挙げられているのであれ
ば、もっと真摯に考えていくべきではないか。

新市建設計画は、合併前に合併後の伊賀市の将来に亘るビジョンを幅広く記載した計
画です。個別具体的な事業については、第2次伊賀市総合計画再生計画に基づき取り
組みます。 なし

23 41

三重県の施策 確実に現状起こっている事象については、計画としてぜひとも入れていただきたいと思
うし、県当局との積極的な交渉をしていただきたい。県事業としては、例えば道路など具
体的な路線名について記載されているので、5年間延長の中で行なわれる事業は掲載
してほしい。

今回の変更の主な理由としましては、市の事業に関して、有利な財源である合併特例
債を5年間引き続き活用するため、期間を延長し、活用事業の追加をしようとするもの
です。従って県事業についての追加記載は行ないません。 なし

24 42

第5章公共的施設の
適正配置と整備

公共施設に関し、伊賀市の公共施設については、壊したとして、どの程度の公共施設を
残していくことになるのか。

伊賀市は公共施設の一人当たりの保有面積が、県内市平均と比較しても多くなってお
り、今後トータル40％ぐらいを整理していく必要があります。

なし

25 42

第5章公共的施設の
適正配置と整備

除却について、合併特例債を充当できるとなれば、安易に除却ということにならないか。
その辺りについても精査いただきたい。

26 42
第5章公共的施設の
適正配置と整備

公共施設の除却について基準は。自治協に相談はあるのか。

27 42

第5章公共的施設の
適正配置と整備

「小さな本庁、大きな支所」という部分は、現在既に方向性が違えているのではないか。
支所を大きくしていくということは、市としてその様な考え方を持っているのか。その辺り
を整理し、今回の変更に盛り込む必要があるのでは。

　「小さな本庁、大きな支所」の表現は、施設規模ではなく機能の考え方としています。
庁舎整備に関しましては、本計画を踏まえて策定した伊賀市庁舎整備計画に基づき、
今年度策定する公共施設最適化計画(仮称）にも位置づけて進めていきます。 なし

28 42

第5章公共的施設の
適正配置と整備

公共施設の面積が平均の倍近くあるという中で、使い道について見極めていく必要があ
る。また不要となった公共施設の有効活用についても検討の必要がある。機能していな
いものについては廃止していくということでも良いと感じる。

今回の変更案では、合併特例債を満額借入れることが可能となる枠取りを前提とした
計画案としていますが、実際の借入事業については、毎年度の収支のバランスや財政
状況などを考慮する中で、事業実施を検討していきます。
また公共施設の除却については、今後策定する公共施設最適化計画により、公共施
設の使用状況等も鑑みながら計画的に統廃合を進めていきます。

なし

公共施設の除却については、今後策定する公共施設最適化計画により、公共施設の
使用状況等も鑑み、地域との協議も踏まえながら、計画的に統廃合を進めていきま
す。

なし

4 



新市建設計画（伊賀市まちづくりプラン）　各住民自治地区連合会答申・対応一覧

番号 該当頁 分野（箇所） ご意見 ご意見への対応
修正対応

（該当箇所）

1 全般
全般 変更案に対する意見はない。 －

なし

2 全般

全般 新市建設計画変更について、意見を求められたが、その内容について概ね認める
ところである。
特に平成31年3月までに庁舎、芭蕉記念館、図書館は合併特例債の適用を受けて
完成するが、伊賀市は10年前より人口が7,000人あまり減少し、高齢者が増加し
た現実を直視し、健康・福祉の推進に重点を置き、基幹病院の整備を行い「安心
して暮らせる社会」を目指して新市建設が進められることを要望する。

今後の取り組みの参考とさせていただきます。

なし

3 全般

全般 【主な合併特例債予定事業　　(全体)】
特例債消化「ありき」でなく、最低限必要不可欠な事業であること。

4 全般

全般 全体的に抽象的で、何でも起債事業の対象となるよう計画化されているのではないか。
財政計画から考え、困難であることは明白である。ここ５ヶ年を見越した事業計画として
はどうか。

5 全般
全般 若い世代が多く生活できるまちづくりが、伊賀市にとって大事なポイントとなる。 伊賀市の具体的な取り組みを示す第2次伊賀市総合計画再生計画では、子育て世代

への支援や、また移住・交流事業の推進などを掲げています。 なし

6 全般

和暦⇒西暦 日本人に馴染みのあるのは和暦である。表記の順番としては、和暦(西暦）とす
べきである。

平成26年3月に策定いたしました第2次伊賀市総合計画をはじめ、現在、伊賀市の各
種計画の年号表記を西暦（和暦）に統一しています。

なし

7 全般

計画目標値 全体に観念的・情緒的な書き方となっており、全ての項目に達成度を判断できる具体的
な数値指標や目標が必要である。

新市建設計画は、合併前に合併後の伊賀市の将来に亘るビジョンを幅広く記載した計
画です。数値目標を含む個別具体的な内容については、新市建設計画と整合させな
がら策定しいます総合計画の中に盛り込んでいます。

なし

8 全般

再生計画との整合 ３年後の平成２８年度を期間とする再生計画（第１次総合計画）は、３１年度を期間とす
る建設計画に包括されている。前者では「無駄のない財政運営」「市民目線・市民感覚
による市政」となっており、拠って先発する再生計画との整合を図り今回の財政計画を
精査する必要あり。

新市建設計画と総合計画、また自治基本条例はそれぞれ整合させながら策定してい
ます。今回の変更案では、合併特例債を満額借入れることが可能となる枠取りを前提
とした計画案としていますが、実際の借入事業については、毎年度の収支のバランス
や財政状況などを考慮する中で、事業実施を検討していきます。

なし

9 5
（６）その他の地域特
性

【横光利一・・・・・・・・吉田兼好】
小説家・俳人横光利一・・・・・・・・・歌人・随筆家吉田兼好と肩書きを入れる

肩書きの修正については、将来ビジョンの方向性を違えるものではないので、追記の
必要はないと考えます。 なし

10 5
（６）その他の地域特
性

【背景をを】
背景を

「背景をを」　⇒　「背景を」に修正します。
【反映】
P5

11 6

第2章　主要指標の
見通し
（1）人口

10年後には急激に減少すると予測しているが「若者が定着する魅力あるまち」づ
くりのため、21世紀のリーディング産業関係の企業の誘致や地元中小企業の新事
業展開という基本目標に沿い、積極的な人口誘導策を講じられたい。

伊賀市の具体的な取り組みを示す第2次伊賀市総合計画再生計画において、人口誘
導策については、若者の地元雇用に向けた就業支援の施策や、また移住・交流事業
の推進、子育て世代への支援などにより具体的に取り組むこととしています。

なし

なし

今回の変更案では、合併特例債を満額借入れることが可能となる枠取りを前提とした
計画案としていますが、実際の借入事業については、毎年度の収支のバランスや財政
状況などを考慮する中で、事業実施を検討していきます。

5 



番号 該当頁 分野（箇所） ご意見 ご意見への対応
修正対応

（該当箇所）

12 7

（２）世帯数

１行目

【また人口の多い上野地域の若者の定着率が高いことなどから、当分の間増加するも
のと見込まれます】
グラフでは推計値が横ばいである、いつを基準にしての文章表現か。

13 7

（２）世帯数

１行目

【当分の間増加するものと見込まれます】
平成22年度から徐々に減少しているのに、文章としては変である。

14 10

森林ゾーン

ゾーンの土地活用
方針

農地の荒廃という現状把握が記されているが、農地の保全が洪水災害防止にとっ
て大きな機能を持っていることからの農地保全が、中山間地域においては極めて
重要であることを明記すべきではないか。

上記の点から中山間地域における農地保全対策が記されるべきではないか。

伊賀市の具体的な取り組みを示す平成26年3月に策定した第2次伊賀市総合計画再
生計画において持続可能な農業の推進などを掲げています。
中山間地域では、過疎化や高齢化が進み、地域や集落を維持するための活動が困難
となってきている中、国の制度をうまく活用しながら、地域農業を維持し、集落を維持す
るための支援に取り組むこととしています。

なし

15 11

農住ゾーン
　伊賀豚の産地

伊賀豚の発祥地であるが、現在は「三重豚」となっている。（2002年） 「伊賀豚」は削除します。

【総合政策課見解】
伊賀豚については、平成16年当時は伊賀市にも養豚組合があり、取り組んできた状況
がありますので、伊賀豚の文言は据置した方がよいのではと考えます。 ⇒　現行のま
まとする。

なし

16 12～

４．地域自治の方
針

①住民自治協議会の能力が市当局の期待するレベルに達していない。1～2年で会
長が交代する現状では発足時の意気込みは消え失せ、現状維持が精一杯で、自治
協の機能、各種の手続き、必須業務についての理解など到底満足に為しえない。
まして今回のような市政の根幹に関わるような案件に対し形だけの答申は可能で
あるが、十分な理解の上で為すことは無理がある。
②自治基本条例制定時にはこのような自治組織の現状(問題点)を考慮に入れてい
なかったことがボタンの掛け違いである。
③したがって、自治センター化は特定の区域を除き、大半の地区では運営してい
くことに相当の困難を伴うことが予測される。
④問題は人材の確保にある。ほとんどボランティアによる活動で義務を伴う高度
な事務能力を有する人材を毎年あるいは2年に一度の割合で確保するのは相当難
しい。事務局の人材についても然り。待遇が不十分。せめて市の正規職員並みの
待遇が確保できればかなり長時間の勤務が可能となることが期待され、自治協の
能力の向上がみられるかも？
⑤市は経費削減(人件費の削減)のため、地元に仕事を押し付ける？　しかし、地
元ではその能力がない。この計画案では分権はうまくいかない。

ご意見を参考に事業を進めてまいります。
また、平成25年度には、地区市民センターの指定管理者導入について住民自治協議
会対し説明会を開催し、また、話し合いを重ねてきましたが、多くの住民自治協議会か
ら理解を得られず一旦検討を見直すこととしました。
この経過の中で見えてきた課題を再度洗い出し、伊賀市にふさわしい地区市民セン
ターの運営（自治センター化）等のあり方について住民自治協議会代表者と有識者と
でH26年度に検討を進めていきます。

なし

【反映】
P7

「世帯数は、核家族化の進行や高齢者も含んだ一人暮らし世帯の増加、また人口の多
い上野地域の若者の定着率が高いことなどから、当分の間増加するものと見込まれま
す。」　⇒　「世帯数は、核家族化の進行や高齢者も含んだ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。」に修正します。
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番号 該当頁 分野（箇所） ご意見 ご意見への対応
修正対応

（該当箇所）

17 12～

４．地域自治の方
針

自治基本条例にある「補完性の原則」の名のもとに、住民自治に深く関わる行政
事務の一部が自治協に移管される方向にある。
互いに補完し合うことは一定の理解はできるが
①機能の裏付けとなる自治協の権限が何によりどう担保されるのかが不明であ
る。
②自治協が判断執行する際に、最低限必要となる行政情報(個人情報なども含む)
の入手がどのように保障されるのか。
③現自治センター構想が構想どおり実施された場合には行政が担っていた部分が
大きくのしかかり、その部分に自治協が労力をとられ、自治協の負担になりかね
ない。言い換えれば、自治協の現状を考えると「荷が重い」ということになる。
現在議論されている内容では自治活動の活性化には寄与しない。

住民自治協議会の権能は、自治基本条例第26条で定められていますので、市におい
ては、答申や提案に対しては尊重し、質問に対しては回答してまいります。
また、平成25年度には、地区市民センターの指定管理者導入について住民自治協議
会対し説明会を開催し、また、話し合いを重ねてきましたが、多くの住民自治協議会か
ら理解を得られず一旦検討を見直すこととしました。
この経過の中で見えてきた課題を再度洗い出し、伊賀市にふさわしい地区市民セン
ターの運営（自治センター化）等のあり方について住民自治協議会代表者と有識者と
でH26年度に検討を進めていきます。

なし

18 12～19

４．地域自治の方針
～分権・自治の確立
自治センター（仮称）

自治センター化の必要性は十分理解するところであるが、当地区では自治セン
ター化(すなわち指定管理)に向けての体制づくりが整っていない。自治協の役員
体制が1年から2年で交代する状況において、指定管理を受け得るに十分な機能が
整っていない。こうしたことは、単年度で整備することができず、3年から4年の
スパンで地区内の整備が必要と考える。
自治センター化を全市域一斉に行うことは了とするが、平成28年度実施は性急過
ぎる考える。なお、実施に当たっては行政において全地域が実行できる状況を確
認した上で実施年度を定められたい。

19 12～19

４．地域自治の方針
～分権・自治の確立
自治センター（仮称）

現在、市民センターは、すでに住民自治の活動拠点になっており、市の進める構
想は、自治協並びにセンター職員に過大な負担をかけることになる。現状のどこ
が問題で、これによってどう変わるのか、どういうメリットが出るのか明確でな
い限りこの提案は受け入れられない。

20 12～19

４．地域自治の方針
～分権・自治の確立
自治センター（仮称）

自治センターは、住民自治活動の拠点として「新市建設計画」に位置づけられて
いる。【住民自治の拠点＋(施設管理＋行政窓口)＝自治センター】。「補完性の
原則」とメリットのみが前面に打ち出されているが、住民自治に大きく関係する
行政事務の一部が住民自治協議会に移管されることになり、自治センター化構想
が現行どおり実施された場合には、行政事務等の負担増により、住民自治協議会
の本来の活動そのものが活性化とは逆行するような状況が予想される。

21 12～19

４．地域自治の方針
～分権・自治の確立
自治センター（仮称）

自治センター化には反対する。

22 12～19

４．地域自治の方針
～分権・自治の確立
自治センター（仮称）

市はすでに「自治センター」＝「市民センター業務の自治協議会への指定管理」
として進めているが、当初の新市建設計画には、自治センター化＝指定管理とは
言っていなかった様に思う。また、当自治協は人口減少と超高齢化が加速度的に
進み、自治会等の役員を引き受ける者も少なくなってきており、こうした状況に
もかかわらず指定管理を進めている。市が考えている現状と実態の間にはかなり
大きな開きがあるように思う。万一、指定管理を引き受けるにしても自治協自身
が現行の行事の縮小や事務の簡素化等十分な協議も必要であるとともに、市の説
明によるメリットは全く感じられず、重荷になってくる可能性は高く、地区の混
乱を招くことが危惧される。ついては、自治センター(仮称)＝指定管理に関して
は、市として再考をお願いしたい。

平成25年度には、地区市民センターの指定管理者導入について住民自治協議会対し
説明会を開催し、また、話し合いを重ねてきましたが、多くの住民自治協議会から理解
を得られず一旦検討を見直すこととしました。
この経過の中で見えてきた課題を再度洗い出し、伊賀市にふさわしい地区市民セン
ターの運営（自治センター化）等のあり方について住民自治協議会代表者と有識者と
でH26年度に検討を進めていきます。

なし

7 



番号 該当頁 分野（箇所） ご意見 ご意見への対応
修正対応

（該当箇所）

23 13

②行政組織内分権
の確立

【組織は極力スリム化、フラット化させ、支所長の権限を充実させることにより、意思決
定の迅速化を図ります。】
現状は、本庁に権限、予算、体制が集中し、支所は取次業務や苦情処理の防波堤機関
になっている。市民センターの自治センター化にあっては、支所の機能強化を明記する
こと。

本計画に基づく支所の地域振興の強化として、本年度、地域振興を統括する者とし
て、支所長を地域振興総括監として位置づけました。また、各支所が中心となり、地域
特性に応じた魅力的な地域づくりを行うための総合計画地区別計画の策定を進めて
います。この地区別計画の事業実施に関しては、各支所の権限と予算により、推進で
きるように検討を進めています。

なし

24 14

①住民自治協議会
の要件
i）区域を定めるこ
と

住民自治協議会の要件は小学校単位であるとの基本を変更せず、市施策の積極的
な情報発信に努められたい。

ご意見を参考に事業を進めてまいります。

なし

25 14

①住民自治協議会
の要件
ⅱ）会員はその区
域に住所を有する
者であれば、個
人、団体、企業等
を問わず誰でもな
れること。

誰でもなれることは一応その資格があることで、希望して初めて会員になれるこ
とであり、決して強制ではなく、会員にならない権利も当然あること。また、会
員としての権利は当然ながら、義務を負うことを周知する必要があると思う。
地区住民が全て会員であるという解釈が一般的で、加入の意思を明確にしない住
民の扱いがいつも問題になる。

住民自治協議会の会員とは、そこに住むあらゆる人が自由に参加できるものです。ま
た、個人のみならず、団体や事業者等とともに地域の課題を話し合い解決できるよう
に設置された組織が住民自治協議会です。加入の意思を明確にしない住民であって
も、自由に参加し良好な地域社会の形成に寄与していただけるように地域と行政が共
に協力していかなければならないと考えています。 なし

26 16

第４章　新市の施策
１．①行政組織内分
権の確立

・組織内分権=支所への権限移譲　・小さな本庁　⇒　着実な実行を 本計画に基づく支所の地域振興の強化として、本年度、地域振興を統括する者とし
て、支所長を地域振興総括監として位置づけました。また、各支所が中心となり、地域
特性に応じた魅力的な地域づくりを行うための総合計画地区別計画の策定を進めて
います。この地区別計画の事業実施に関しては、各支所の権限と予算により、推進で
きるように検討を進めています。

なし

27 16

②伊賀流住民自治
活動に対する支援

行政による過度の
干渉や支援により
自主性が損なわれ
ることのないよう
配慮します。

自治協との19項目の協定がこれに該当する可能性がある。見直しを要望する。先
日のヒアリングによる包括交付金の新たな規制もこれに該当する可能性があると
思われる。

（まとめ）自治センター化を急ぎ、また、過度の干渉を強めれば自治協議会の解
散につながる危険性も考慮されたい。

まちづくり協定書は、協働で取り組む業務に関し必要な事項を定めるており、市域にお
いて統一して実施する必要がある業務のうち、行政が行うよりも効率的かつ効果的な
業務について、市が自治協にその実施を依頼しており、そのために財政支援も行って
いるところであります。
また、平成25年度には、地区市民センターの指定管理者導入について住民自治協議
会対し説明会を開催し、また、話し合いを重ねてきましたが、多くの住民自治協議会か
ら理解を得られず一旦検討を見直すこととしました。
この経過の中で見えてきた課題を再度洗い出し、伊賀市にふさわしい地区市民セン
ターの運営（自治センター化）等のあり方について住民自治協議会代表者と有識者と
でH26年度に検討を進めていきます。

なし

28 17

③伊賀流住民自治
の実現に向けたパー
トナーシップの形成

【住民がずっと住み続けたくなるようなまちづくりを進めます】
住民がずっと住み続け、また若者が定着するようなまちづくりを進めます

伊賀市の具体的な取り組みを示す第2次伊賀市総合計画再生計画において、子育て
世代への支援や、また移住・交流事業の推進などを掲げています。

なし

29 18

④自治能力の向上
～自立したまちづくり
に向けて～

【自主課税制度の検討を行うことで、新たな財源の確保に努めます。】
自主課税制度の検討とは何を考えておられるのか
法定税の超過課税の検討か、法定外税の創設か、もう少し突っ込んだ文章表現にすれ
ば゛どうか

新たな財源確保に関しましては、広告料収入やふるさと応援寄附金制度の活用、市有
地の売却、またコンビニ収納制度の導入による収納率の向上やインターネット公売等
による税収確保に努めています。自主課税制度についてもその一環で、検討について
の方向性を示したものであり、具体的な内容を記述するべきものでないと考えます。

なし

8 



番号 該当頁 分野（箇所） ご意見 ご意見への対応
修正対応

（該当箇所）

30 19

分権・自治の確立
表
自治センター・市民
活動支援センター等
の整備

【住民自治活動の拠点施設として既存施設等を活用した自治センターを設置
し、・・・・・・・】
「地域が主体的に活動できる場として計画的に新設する」に改める。理由は、既存施設
は、ほとんど老朽化しているとともに、機能的に不便である。近代的な活動し易い施設
を新設すべきである。

現在、第3次地区市民センター整備等検討委員会において整備計画案を検討していま
す。

なし

31
19,24,
29,34,

38

概算事業費 主要施策の概算事業費が削除されているが、計画上のメリハリや重点施策の判断、施
策の達成度の評価に事業費は不可欠であり、上記の考え方により精査して再度記載さ
れたい。

今回の概算事業費の削除につきましては、これまでの事業、また今後の事業について
も事業費が各分野に亘ることから削除いたしました。各施策の事業実施状況や、施策
の達成度については、第2次伊賀市総合計画に基づき、評価・判断していこくととなり
ます。また評価と改善を中心としたマネジメントサイクルにより行政運営を行なってまい
ります。

なし

32 20

①健康づくりが実現
し、安心して暮らせる
まち

健康診断の受診率向上は、グラフ化して目標数値設定することで、向上につながると思
う。

各種検診の受診率の目標値設定については、第2次伊賀市総合計画再生計画の中
で、活動指標として設定しています。その他の施策についても具体的な数値目標につ
いては、第2次伊賀市総合計画再生計画の中で設定し、目標達成に向け取り組んでい
きます。

なし

33 21

①健康づくりが実現
し、安心して暮らせる
まち

【また、安心して～組織化などを行います。】
この間の文面の中に、
基幹病院にドクターがいない現状で医療が受けられない患者が沢山いる、ドクターの確
保をしての基幹病院の整備、充実に取り組む文言を入れての文章にすれは゛と望む。

伊賀市の具体的な取り組みを示す第2次伊賀市総合計画再生計画において、特に重
点プロジェクトとして、「医療・地域福祉連携プロジェクト」を掲げ、基幹病院としての上
野総合市民病院の機能強化として、三重大学、滋賀医科大学、名古屋大学、名古屋
市立大学等と協力体制をとりながら、ドクター確保に取り組むこととしています。

なし

34 21

①健康づくりが実現
し、安心して暮らせる
まち

【既存住宅の～整備を進めます。】
バリアフリー化、ユニバーサルデザインに基づく整備とはの整備には、住宅所有者・利
用者に対しての費用の支援も含んでいるのかもう少し具体的な文章表現にすればと思
う。

新市建設計画は、合併前に合併後の伊賀市の将来に亘るビジョンを幅広く記載した計
画です。個別具体的な事業については、第2次伊賀市総合計画再生計画に基づき取り
組んでまいります。 なし

35 22

③支えあい、参加す
る福祉文化のあるま
ちづくり

【また、移動手段の不足が社会参加の妨げとならないよう、障害のある人や高齢者を対
象とした外出支援事業の充実を進めるとともに・・・・。】
農村部にあっては、高齢者の買い物や医療機関等への移動手段確保が緊急の課題に
なっているので、早急に現実的、有効な対策を明記すること。

個別具体的な取組内容については、第2次伊賀市総合計画再生計画に基づいて、事
業に取り組みます。

なし

36 23

⑤若者が定着する魅
力あるまち

建物はこれだけ必要なのだろうか？伊賀市の人口を増やすための建設でないものが多
い。子育て世帯の住居対策や中心市街地を始め地域の空き家対策に伴う建築である
なら理解できるが、観光客を来訪させるとともに伊賀市に定着し、人口を増やしてもらう
ことを優先に考えていただきたい。

今回の変更案では、合併特例債を満額借入れることが可能となる枠取りを前提とした
計画案としていますが、実際の借入事業については、毎年度の収支のバランスや財政
状況などを考慮する中で、事業実施を検討していきます。
また空家対策、観光客誘致、定住人口増加等の取り組みについては、伊賀市の具体
的な取り組みを示す第2次伊賀市総合計画再生計画において、それぞれ事業を掲げ
ています。

なし

37 24

健康福祉の推進
主要施策
高齢者・障害者福
祉サービスの充実

地域分散型通所介護事業については、2025年を見据え詳細な事業推進計画を立案
し、早期に実施できる体制にされたい。

第2次伊賀市総合計画基本構想では、2025年問題も大きな課題として捉えています。
基本構想を受け、具体的な取り組みを示しています再生計画では、当然2025年を見据
えた事業立案、事業実施が重要としています。 なし

38 24

健康福祉の推進
主要施策
病院・医療の充実
・緊急医療体制の充
実

・緊急医療体制の充実と他県と連携した搬送体制の確保
当地域の地理的条件を再認識され、滋賀県側の救急病院に直接緊急搬送ができるよう
必要な対策を講じられたい。

新市建設計画は、合併前に合併後の伊賀市の将来に亘るビジョンを幅広く記載した計
画です。個別具体的な事業の方向性は第2次伊賀市総合計画再生計画にて取組内容
を記載しています。救急医療体制については、重点プロジェクトの中でも「救急医療体
制の確立」を取組内容として掲げ、まずは伊賀地域の医療資源を最大限効果的に活
用するための体制の構築をめざしています。その中で、二次救急実施病院等との連携
強化を図り、市民の皆さんが安心できる二次救急医療体制の確保に努めます。

なし
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番号 該当頁 分野（箇所） ご意見 ご意見への対応
修正対応

（該当箇所）

39 27

②築こう！ゼロミッ
ション　～ごみゼロ社
会の実現～

【１日１人あたりの廃棄物排出量の表】
現在までの実績を載せるべきと思う。

原則的には数値の修正・追加を行なわないため、据置させていただきます。

なし

40 29

生活・環境の促進
主要施策
水道水の安定供給

水需要予測の再検討を行い、川上ダム建設に係る地元負担金と水価の軽減策を講
じられたい。

現在水道事業基本計画の策定を進める中で、水需要についての予測を見直し、必要
な給水を安定して行なうための水源の見直しを進めます。

なし

41 33

③地域文化の継承
と創造

〔追記されたい〕
国指定重要無形文化財である「上野天神まつりダンジリ行列」の振興・維持・保
存を推進していきます。

伊賀市の具体的な取り組みを示す第2次伊賀市総合計画再生計画では、「上野天神
まつりのダンジリ行事」を含む国指定等の文化財について、地域の観光資源に位置づ
け積極的に活用するとともに、民俗文化財の保存・伝承に努める視点を記載していま
す。本年度策定しています総合計画地区別計画（上野地区）での記載について、当該
地区の皆さまと協議することとなります。

なし

42 33

③地域文化の継承と
創造

【活動場所の提供や活動支援体制の確立】
提供の言葉では、他人事ではないか。必ず、伝承継承していくためには、活動場所、生
活する場所の確保は必須である。活動場所の確保に訂正していただきたい。

提供については、確保も含めた意味を持つと考えます。第2次伊賀市総合計画再生計
画では、市民が気軽に文化芸術作品にふれることができる魅力ある施設づくりの視点
についても記載し、将来の文化芸術活動における潜在的活力を生み、地域振興につ
なげる方向性についてお示ししています。

なし

43 33
④人権文化の創造 自己表現→自己実現ではないか。（自分の目的、理想の実現に向けて努力し、成

し遂げることのできる社会。阻害する要因の一つに差別があると思う。）
｢自己表現できる」を「自己実現が達成できる」に改めます。

【反映】
Ｐ33

44
33
34

④人権文化の創造

主要施策
人権・同和施策の
推進

「・・・人権・同和教育の推進を行っていきます」

「人権・同和教育の推進」

「伊賀市人権同和教育基本方針」では、同和教育を基軸とした人権教育という意
味合いで「・」を入れていないと認識しているが、整合性はどうか。（人権・同
和教育は人権教育・同和教育ではないか）

人権教育と同和教育が共に重要であり、どちらも並列で推進すべきとの考え方で「人
権・同和教育」としており、変更いたしません。

なし

45 34

主要施策
教育・文化の充実
「校区の再編」
「校区自由化の検
討」

（市の行財政改革・合理化と豊かな伊賀市の教育について）
校区再編計画に対する市の方針は一定の理解はしているが、平成16年度に打ち出
した校区再編計画も、その後、状況が大きく変化した場合は統合ありきではな
く、再度各地区レベルでの十分な協議が必要である。子どもたちや保護者・地域
が真に望んでいる学校とは何か。子どもたちにしわ寄せが及んでいないか。学校
教育は学校の規模が最優先なのか。ケースバイケースの柔軟性も・・・。
また、「校区自由化の検討」とは、校区再編計画作成時には自由化の検討は行わ
ないとしていたが、「校区完全自由化」も視野に入れた検討か。

現在進めている校区再編については、統合校が開校した後も引き続きその規模など
について検討協議していく必要があると考えています。
ご意見のとおり、学校はある程度の規模が必要ですが、優先されるべきは子どもの学
習環境であると考えています。
校区自由化の検討については、校区完全自由化の考え方はしないこととしています。 なし

46 34

教育・文化の充実
主要施策
「校区の再編」
「校区自由化の検
討」

校区の再編は少人数学級の実現をめざすとともに、学びやすい環境整備をめざす
との基本目標が記述されていることから、教育施設の適正配置について地域の実
情を十分考慮のうえ、資料６にある建設計画を検討されたい。

ご意見を参考に事業を進めます。

なし

47 34

教育・文化の充実
主要施策
「校区の再編」
「校区自由化の検
討」

上野南部地区小学校整備事業が建設計画にないのはなぜか。既設の学校を使用す
るからか。神戸地区としては以前から言っているとおり旧丸山中学校の使用を考
えている。

新市建設計画は、合併前に合併後の伊賀市の将来に亘るビジョンを幅広く記載した計
画です。個別具体的な事業の方向性は第2次伊賀市総合計画再生計画に基づき取り
組みます。

なし

10 



番号 該当頁 分野（箇所） ご意見 ご意見への対応
修正対応

（該当箇所）

48 34

学校教育の充実　主
要施策
「校区自由化の検
討」

・校区自由化の推進
P38の◆では主要施策で校区自由化の検討を掲げ、ｐ40の学校教育の充実と生涯教育
の推進では・小人数教育の推進を掲げており考えが矛盾している。　また、当地域は前
教育長より小学校は存続させると説明された。従って、検討では意味がなく推進に変更
されたい。

引き続き「校区自由化の検討」とします。

なし

49 34

教育文化の充実
「表　　生涯学習の推
進」

【・公民館・図書室・生涯学習センターなどの整備・充実】「図書館を建設する。」と明記す
べきである。理由は、現在の差し迫る行政課題である。明確な表現とすべきである。

新市建設計画は、合併前に合併後の伊賀市の将来に亘るビジョンを幅広く記載した計
画です。個別具体的な事業の方向性は第2次伊賀市総合計画再生計画にて取組内容
を記載しており、図書館整備についても、だれもが利用しやすい図書館の充実の施策
として、その方向性や取組内容を記載しています。

なし

50 34

教育文化の充実
「表　文化の振興」

【・文化施設の整備充実　など】
芭蕉翁記念館の建設と仮称歴史資料館の設置について加える。理由は、現在の差し迫
る懸案の課題である。明確な表現とすべきである。

伊賀市の具体的な取組内容を示す第2次伊賀市総合計画再生計画において、芭蕉翁
記念館の整備や文化芸術作品などにふれられる施設改善への取り組みについて、方
向性を示し、今後取り組んでいくこととしています。

なし

51 35

地域産業～伊賀市を
ブランドとして確立～

無農薬と表示してはいけない。（農水省のガイドラインに沿うよう） 「無農薬や有機栽培など、」を削除します。
表示偽装などが頻発したことから、無農薬や有機栽培などの表現については、ＪＡＳ認
定などの問題等ややこしい部分もあり、農林水産省からは使わないような指導もある
ことから、表現を削除します。

【反映】
P35

52 37

④圏域内外交流～
人の出会いに心とき
めく地域のアイデン
ティティを～

【また、高齢化の進展を踏まえ、ドアtoドアの交通・・・・】
また、高齢化の進展による移動制約者の増加を踏まえ、ドアtoドアの交通手段に対する
需要が見込まれることから、住民自治協議会やＮＰＯ等の地域で運営する地域循環コ
ミュニティバスやデマンドタクシーなど、新しい地域交通システムの導入を検討します。
（移動制約者の増加、住民自治協議会、地域で運営する循環コミュニティバス、デマンド
タクシーを追加して頂きたい）

新市建設計画は、合併前に合併後の伊賀市の将来に亘るビジョンを幅広く記載した計
画です。個別具体的な事業の方向性は第2次伊賀市総合計画再生計画にて取組内容
を記載しており、地域公共交通については安定的で持続可能な交通サービスの提供
の施策として、その方向性や取組内容を記載しています。特に持続可能な交通体系を
構築していくためには、行政や交通事業者のみならず、市民や地域など交通に関わる
あらゆる主体が連携・協働して、それぞれが対等に適切な役割分担のもとに取り組む
必要があると考えます。交通計画の策定作業では、そうした視点を考慮し、地域の実
情等に適した運行形態のあり方も含め検討していきます。

なし

53 37

④域内外交流　～人
の出会いに心ときめ
く地域のアイデンティ
ティを～

【関西本線】
ＪＲ関西本線

「関西本線」　⇒　「JR関西本線」に修正します。
主要政策の文言と統一させます。

【反映】
P37

54 37

④圏域内外交流～
人の出会いに心とき
めく地域のアイデン
ティティを～

【このため、鉄道においても環境の負荷が低く、効率的なまちづくりを進めるという観点
から、関西本線の電化・複線化・・・】
このため、鉄道においても環境負荷が低く効率的なまちづくりを進めるという観点から、
近鉄大阪線へのアクセス向上、関西本線の複合化、伊賀鉄道伊賀線の活性化、複線・
広軌化・ＢＲＴ化を推進していきます。（近鉄大阪線のアクセス向上と伊賀線のＢＲＴ化を
追加し、近鉄が撤退した後の対応を視野に入れておくべき）

55
37
38

産業交流の促進
主要施策
公共交通機関の整
備・充実

【伊賀線の複線・広軌化】
短い距離の伊賀鉄道伊賀線の複線・広軌化のメリットはどこにあるのか疑問に思
われる。それよりも地元の方の乗降が減少の中、他社線からの乗り継ぎ時間の短
縮など利便性を高め、地元や他の地域からの伊賀鉄道乗車の増加策を考える方が
よい。

なし

新市建設計画は、合併前に合併後の伊賀市の将来に亘るビジョンを幅広く記載した計
画です。個別具体的な事業の方向性は第2次伊賀市総合計画再生計画にて取組内容
を記載しています。伊賀鉄道については、まちづくりに欠かせないインフラであることの
再認識とともに、今後も地域に愛され、より必要とされるよう、沿線の各主体や鉄道事
業者等とともに活性化及び再生に取り組んでいきます。
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番号 該当頁 分野（箇所） ご意見 ご意見への対応
修正対応

（該当箇所）

56
37
38

産業交流の促進
主要施策
公共交通機関の整
備・充実

【伊賀線の複線・広軌化】
伊賀鉄道活性化促進事業：伊賀鉄道は活性化しなければいけないと考えるが、乗
客数が減少傾向にあるのに複線広軌化はそんなに簡単にできないと考える。絵に
描いた餅ではないか。

新市建設計画は、合併前に合併後の伊賀市の将来に亘るビジョンを幅広く記載した計
画です。個別具体的な事業の方向性は第2次伊賀市総合計画再生計画にて取組内容
を記載しています。伊賀鉄道については、まちづくりに欠かせないインフラであることの
再認識とともに、今後も地域に愛され、より必要とされるよう、沿線の各主体や鉄道事
業者等とともに活性化及び再生に取り組んでいきます。

57 38

産業・交流の促進
主要施策
農業の振興

低農薬・無農薬と表示してはいけない。（農水省のガイドラインに沿うよう） 「低農薬・無農薬の推進」⇒「環境保全型農業の推進」に修正します。
表示偽装などが頻発したことから、無農薬や有機栽培などの表現については、ＪＡＳ認
定などの問題等ややこしい部分もあり、農林水産省からは使わないような指導もある
ことから、表現を修正します。

【反映】
P38

58 38

産業・交流の促進
主要施策
商工業の振興

『伝統産業』と文言はいつも一括りにされるが、【伊賀焼】【伊賀くみひも】としっかり表記
すること。松尾芭蕉、忍者も確かに歴史的ＰＲするには大切だか、現在にも残る伝統産
業の重みをしっかり感じ、取り組みの柱においてもらう。

「伊賀焼」、「伊賀くみひも」についても伊賀市産業的もしくは文化的な財産として認識
することは重要です。またそれらを「伊賀ブランド」として発信していく取り組みを、第2
次伊賀市総合計画再生計画重点プロジェクト「観光・農林業連携プロジェクト」の中で
示しています。なお新市建設計画においても33頁において、「伊賀焼」、「伊賀くみひ
も」を明記し、情報発信していく旨、記載しています。

なし

59 38

産業・交流の促進
主要施策
再開発等の推進

中心市街地活性化に取り組まれ、老若男女問わず気軽に集える活気ある街、例え
ば地場産品を使った食文化に特化した場所の提供等検討されたい。

伊賀市の具体的な取組内容を示す第2次伊賀市総合計画再生計画において、商業・
文化の交流拠点となる中心市街地の再生の施策として、駅前広場を活用した地場産
品のマルシェ開催事業に取り組む内容をお示ししており、現在「伊賀風土ＦＯＯＤマー
ケット」を開催しています。

なし

60 38

産業・交流の促進
主要施策
道路整備

【～住民の利便性の向上に大きな役割を果たす道路や～】
～住民の利便性の向上に大きな役割を果たす道路や「地域医療の搬送確保」に必要な
道路、また、住民の一体性を～
当地域は滋賀県境を背にした地域で高齢化が特に進行している。また、医療機関や生
活用品の確保についても滋賀県側に依存することか増加している。このため、特に高齢
者の地域医療充実のためにも上記地域医療を考慮し変更追加されたい。

伊賀市の具体的な取組内容を示す第2次伊賀市総合計画再生計画において、市内幹
線道路・生活道路の整備の施策の方向として、公共施設や救急病院へのアクセス道
路の整備促進の方向性も示しており、そうした視点の中で、今後の道路整備、改良を
進めていきます。 なし

61 40

三重県の施策
名阪名神連絡道路
の整備促進

三重県の施策として掲載されているが、市の主要施策に掲載できないか確認したい。 本路線は、他の市町と期成同盟会を結成し整備促進活動を実施しています。また、同
様に他の市町と同盟会を結成して活動を進めている道路が複数有る為、記載は困難
です。

なし

62 41

三重県の施策 【首都機能移転の促進など】
まだ計画が生きているのか、現実性がないから削除したらどうか。

計画自体が全くなくなっている訳ではありません。これまで現行の新市建設計画に基
づいて、事業を実施しているため、これまでの事業について、削除はいたしません。
（市の施策についても同様の考え方です。） なし

63 41

三重県の施策 三重県の道路整備の一覧が記載され、一般国道422号(三田坂バイパス)工事に伴う市
道の整備とあるが、具体的な詳細を明記するべきではないか。

建設計画は幅広く将来に亘るビジョンを記載した計画であり、個別計画について、詳細
は明記しないこととしています。（市の施策についても同様の考え方です。）

なし

64 41
三重県の施策 【表１整備路線の事業個所の名称変更】

市町村合併により旧町名は無く新しい所在地名を使用されたい。
新市建設計画は、合併前に合併による効率化の支援等を示した記述となっているた
め、原則据置することとしています。（市の施策についても同様の考え方です。） なし

なし
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番号 該当頁 分野（箇所） ご意見 ご意見への対応
修正対応

（該当箇所）

65 41

三重県の施策 【表１末尾へ整備路線の追加】
主要地方道　　　（伊賀市槙山～滋賀県境）
上記県道に代替えする市道整備は市議会で請願採択された。しかし、同県道が拡幅整
備される計画であり、市道の改修整備は出来ないと地域に市幹部職員から報告説明を
受けた。しかし、この道路が整備される具体的な計画が無いため、本主要地方道の整
備個所を明記して変更追加されたい。

今回の変更の主な理由としましては、市の事業に関して、有利な財源である合併特例
債を5年間引き続き活用するため、期間を延長し、活用事業の追加をしようとするもの
です。従って県事業についての追加記載は行ないません。

なし

66 42

第5章
公共的施設の適正
配置と整備

の情報を住民に公開して　⇒の情報を事前に住民に公開して
（住民に公開するより前に、物事が決定しないよう明確化する）

公共施設の除却については、今後策定する公共施設最適化計画により、公共施設の
使用状況等も鑑み、地域との協議も踏まえながら、計画的に統廃合を進めていきます
ので、、改めて追記の必要は無いと考えます。

なし

67 42

第5章
公共的施設の適正
配置と整備

新市の本庁舎については、・・・将来は住民の利便性等の総合的な
　　　　　　　　　　　⇒利便性・防災拠点としての機能等総合的な

「新市の本庁舎については、～将来は住民の利便性等の総合的な視点から～」　⇒
「新市の本庁舎については、～将来は住民の利便性・防災拠点としての機能等総合的
な視点から～」に修正します。

【反映】
P42

68 42

第5章
公共的施設の適正
配置と整備

合併後の行政改革や地域内分権を進めることで機能や活用面で「小さな本庁、大
きな支所」としていきます。　⇒合併後の行政改革や地域内分権を進めます。

69 42

第5章
公共的施設の適正
配置と整備

で「小さな本庁、大きな支所」としていきます。⇒　で、より一層の効率化を図
ることとしていきます。

（小さな本庁、大きな支所は行政改革や地域内分権を進めるに当たり政策的に検
証されていないので適切とは言い難い）

70 42

第５章　公共的施設
の適正配置と整備

【「小さな本庁、大きな支所」】
「小さな本庁、大きな支所」表現は、計画書記述と実態が異なっている。現状からしてそ
ぐわない。支所機能は、権限、人的に縮小されて窓口業務のみである。支所機能、職務
分担を明確にすべきである。

71 42

第５章　公共的施設
の適正配置と整備

【有効利用できない公共的施設については、除却を進めます。】
除却施設の決定にあたっては、前提として自治協等地元の十分な理解を得ることを明
記すること。

公共施設の除却については、今後策定する公共施設最適化計画により、公共施設の
使用状況等も鑑み、地域との協議も踏まえながら、計画的に統廃合を進めていきま
す。

なし

72 43

歳入
(7)地方債

新市建設計画事業には合併特例債を重点的に見込んでいると考えられるが、特例
債は後に交付税算入されるものの、将来的に国の確たる財政的裏付けがあるとは
考えられない。あくまで市債であり極力特例債予定事業を限定し、健全財政の運
営に努められたい。

73 46

財政計画 交付税措置７０％の有利な事業財源であることは理解するが、標準全体事業費に基づ
く特例債事業限度額を総枠に位置づけた財政計画となっている。残る３０％はあくまでも
借金でありその元利償還は今後の伊賀市の財政の重荷となる。従って、枠取りありきの
計画は極めて中身に乏しく、償還計画も念頭に現時点で伊賀市の身の丈に合った特例
債事業や財政計画とされたい。

今回の変更案では、合併特例債を満額借入れることが可能となる枠取りを前提とした
計画案としていますが、実際の借入事業については、毎年度の収支のバランスや財政
状況などを考慮する中で、事業実施を検討していきます。

なし

なし

「小さな本庁、大きな支所」の表現は、施設規模ではなく機能としての考え方としていま
す。
　庁舎整備に関しましては、本計画を踏まえて策定した伊賀市庁舎整備計画に基づ
き、今年度策定する公共施設最適化計画(仮称）にも位置づけて進めていきます。
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