
 1 

平成２５年度第１３回伊賀市総合計画審議会 議事録 

 

開催日時 平成２６年３月１１日（火）１９：００～２１：０５ 

開催場所 ハイトピア伊賀 ５階 多目的大研修室 

出席委員  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） 

 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） 

 鈴木八千代（公募委員） 

 中森 宏一（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 

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 12 回審議会議事録の確認について 

４ 第 12 回審議会質疑内容の確認について（資料１） 

５ 審議事項 

（１） 再生計画 最終案について（資料１、２、３、４） 

（２） 再生計画 答申について（資料５） 

（３） 今後のスケジュールについて（資料６） 

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 15名、欠席者５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 

◇議事録 運営規程第４条に基づき、中村委員、宮嵜委員を署名委員とする 
 

３ 第 12回審議会議事録の確認について 

・特に意見なし 
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４ 第 12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）再生計画 最終案について 

・資料１、２、３、４について説明（事務局） 

（委員） 

９ページに「１年間に２人の医師の増員」とあるが、何科の医師が来る予定に

なっているのか。 

（事務局） 

現在のところは何科というのはない。 

（委員） 

具体策がないのに、具体的な数字を書いておいて大丈夫か。 

（事務局） 

市民病院のほうからは、２人の医師の増員ということで聞いている。 

（委員） 

次の 10ページで、平成 26年度に「設置に向けた検討」をして、27年と 28年に

「設置」と書いてあるが、検討に１年かけて設置に２年かかるのはなぜか。９ペ

ージに「充実させます」と書いてあるので、早急にしなければならないと思うの

だが。本当に救急医療センター、災害医療センター、がんセンターを設置するの

であれば、連れてくる医師は２人では足りないと思う。３つあるから最低でも３

人は必要である。ここはもう少し具体的に書けるなら書いたほうがよいし、書け

ないなら表現をぼかしたほうがよいと思う。この書き方だと、議会などで批判を

受けるだろう。また、17ページについて、ＢＤＦ（バイオディーゼルフューエル）

を作るのは結構だが、農業用に利用するということはトラクターや軽トラに使う

という意味か。 

（事務局） 

トラクターや軽トラには使わない。 

（委員） 

何に使えるのか。 

（委員） 

トラクターには使えるが、軽トラには使えない。 

（委員） 

いや、それはわかっているが、軽油よりかなり高いし、煤が出て、臭いも決し

てよくないので、工夫して使わないと作るだけ損をする。損するのがわかってい

るのに、何のために作るのか。基本的に菜種油は食べてしまったほうがよいと思

う。発電に使うというのであればまだましである。煤が出るということはいわゆ
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るＰＭ２．５も相当出るので、使うならきちんと設備のあるところで使うべきで

ある。「農業用に利用」は消しておいたほうがよいのではないか。農業用に限らな

いほうがよいと思う。それから、57ページの「河川環境の保全・整備」の記述に

かなりおかしいところがある。「本市は、淀川水系の最上流部に位置し、水系の源

流となる木津川、服部川、柘植川などの一級河川があります」、ここまではよいが、

「これらが市内で合流して木津川となり」、木津川はずっとあるので、合流して木

津川になるわけではない。それから「県境を越えて下流部へ流れ出す途中に、狭

さく部の岩倉峡があることから、河川の流れが阻害され、古くから洪水による被

害にも悩まされてきました」とあるが、洪水に悩まされてきたのは岩倉峡付近だ

けではないので、代表例として挙げるのはいかがなものか。「近年では異状気象」、

この異状の「状」という字は間違っている。正しくは「常」という字である。「ゲ

リラ豪雨の頻発から河川氾濫による浸水被害が多発しています」とあるが、ゲリ

ラ豪雨というのは主に積乱雲による豪雨のことを言い、この前の被害は単なる台

風被害である。幸い伊賀ではまだゲリラ豪雨による河川氾濫は発生していないの

で、この記述はおかしい。多発まではしていない。「河川との共生を図っていくた

めにも、上野遊水地事業、川上ダム建設計画、木津川上流域の河道改修」、これは

木津川上流しかないから「河道改修」だけでよい。それから「氾濫の未然防止」

となっているが、河川の問題は氾濫だけでなく内水被害などいろいろあるので、

ここは単に「治水を図りながら」にしたほうがよいだろう。伊賀での河川氾濫に

よる被害はいずれも台風によるものであり、ゲリラ豪雨による被害は河川の氾濫

ではないという事実関係をきちんと書いておく必要がある。66ページの「伊賀市

水道事業基本計画」については、やはり注釈があったほうがよいと思う。水需要

は減少するが増えるという文言がなくなったのは結構であるが、この目標値を

100％とする「伊賀市水道事業基本計画」とは何なのかを、注釈で説明しておいた

ほうがよいだろう。 

（会長） 

多岐にわたるご指摘をいただいた。事務局のほうでもう一度検討をお願いでき

るか。 

（事務局） 

検討はするが、この件について他の委員のご意見もお聞かせいただきたい。 

（委員） 

災害医療センターは、ＤＭＡＴのような大掛かりなものを想定しているのか。 

（事務局） 

上野市民病院が災害拠点病院に指定されており、その要件としてＤＭＡＴの設

置を義務付けられている。平成 26年にＤＭＡＴの編成に入ることになっており、

市民病院のほうで現在準備が進められている状況である。 
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（委員） 

それは、そのときだけ立ち上がるものか。 

（事務局） 

基本的には訓練などがあるので、医師や看護師、薬剤師まではちょっとわから

ないが、３～４人くらいの班の指定があり、平常時は通常の病院業務についてい

ただいているが、県からの指示があれば班編成して派遣されるという流れになっ

ている。 

（委員） 

それは、消防の車を使うのか。 

（事務局） 

非常時であれば県の防災ヘリコプターを使うかもしれないし、災害の状況によ

って道具は変わってくるだろう。 

（委員） 

平成 27年で「設置」、28 年で「運用」とすると、非常にすっきりする。２年続

けて「設置」と書いてあったら、何をしているのかということになりかねない。

あるいは、「検討」に２年かけ、平成 28年で「設置を目指す」としてもよい。 

（委員） 

「１年間に２人の医師の増員」というのは、常勤の医師を増員することなら大

変よいことだと思う。市民病院には非常勤の先生はたくさんおられるが、常勤医

師の確保が必要である。難しいとは思うが、頑張っていただきたい。 

（委員） 

常勤医師を２人増員する目的は何か。一次救急医療の充実や二次救急医療体制

の確保のために常勤医師を増員するということか。救急医療でどういう科目の医

師が必要になるのかはよくわからないが、委員が指摘されたように、目的に合致

した医師の確保が必要だと思う。何科の医師と明記しておいたほうが施策を進め

やすいと思う。 

（委員） 

需要と供給のバランスがあるので、こちらの希望する医師にすぐに来てもらう

ことは非常に難しい。ただ、救急医療という面から考えれば、それに対応できる

医師が増えることは、医師一人ひとりの負担が減り、よいことだと思う。 

（委員） 

センターを本当に充実させようと思ったら、１つのセンターに医師は２～３人

必要である。センターを３つ設置するのであれば、その３倍は要る。それ以外の

医師を２人増員するというのも必要があれば増員すればよいが、うまくいけば２

人どころかもっと来るし、特に必要がなければあえて増やす必要もない。したが

って、「２人」と書く以上は相当具体的な何かがあるのであれば書いておいたほう

がわかりやすいが、見込みがないなら「２人」とは書かずに、単に「増員」にし
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ておいたほうがよい。書き方の問題である。 

（事務局） 

「２人の医師の増員」については、重点プロジェクトの当初から書いてあり、

病院として３年間で取り組む意気込みの部分でもある。具体的に何科の医師を何

人というところまで書き込むのはなかなか難しいと思うが、ご意見をいただいた

ので、その部分については確認をさせていただきたい。 

（会長） 

医師に関する問題は確認をしていただき、書き直す必要があれば書き直してい

ただくということで、この場は終わっておきたい。 

（委員） 

関連で。資料２の３ページ、上から６コマ目の「意見への対応」の欄に、「研修

医の確保に向けて体制づくりを進めるなどさまざまな手法で医師確保に取り組ん

でいます」という記述があるが、研修医を含めて「２人」と考えているのか。 

（事務局） 

基本的には常勤医ということで考えている。 

（委員） 

後期研修医が含まれているということか。 

（委員） 

研修医も常勤である。 

（委員） 

救急医療を担うのは、もちろんチーフとしてベテランの医師がおられるが、実

際に動くのは研修医である。研修医は確か前期と後期に分かれていて、２年ずつ、

ひょっとしたら３年ずつかもわからないが、後期研修医は常勤医に入っていたと

思う。市民病院が、医療を目指す学生にとって魅力ある病院ということになれば

研修医が集まってくるだろう。それによって前期から後期に続くので、後期の研

修医の方は常勤医としてそのまま在籍されるということになると思う。研修医が

２～３人になれば、それが常勤医師の数字の中に入ってくると思うが、そのあた

りはどのように考えているのか。 

（事務局） 

詳しいことは把握していないのでお答えすることはできないが、ここに書かれ

ているのは、２人の常勤医師の確保に向けて全力を注ぐとともに、研修医の確保

に向けての体制づくりも進めているということでご理解いただきたい。 

（委員） 

市民病院の医師はほとんどが研修医であり、研修医でない医師のほうが少ない。 

（会長） 

事務局から、当初からの目標であった常勤医師の増員と、併せて研修医の確保

というお話があったので、それを前提にもう少し検討していただくということで、
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医師の問題は打ち切りとさせていただきたい。次に 17ページについてはどうか。 

（委員） 

「菜の花プロジェクトの推進」については、菜の花を植えて遊休地の有効活用

を図るというところが前段で、使い終わった菜種油を回収するという部分は、お

そらく他の油も一緒に回収しているのではないかと思う。別の次元の話というか、

ここであえて言わなくてもよい話である。資源循環のためにはよい活動だが、直

接６次産業化や農商工連携という部分とは関係がない話なので、「また」以降はな

くてもよいと思う。書くのであれば、委員がおっしゃったように、農業用に限定

する意味がないので「農業用」という部分を削除したほうがよい。 

（委員） 

例えば道路用であれば軽油税などの地方税の問題がある。あえて「農業用」と

したのは、どのような経緯があったのか。 

（委員） 

菜の花プロジェクトの「あいとうマーガレットステーション」（滋賀県東近江市）

にある精製施設の見学に行ったことがあるが、景観のために菜の花を栽培して、

菜種として天ぷら油や学校給食などに利用し、その廃油をＢＤＦとして、例えば

給食を配るときや、あるいは菜の花プロジェクトの中で使うトラクターの燃料と

して使うという形で資源を循環させる流れになっていた。このプロジェクトの中

にそういう流れがあるので、おそらくこういう書き方になったと思われる。精製

するにも多くの経費が必要であり、その過程で不純物の処理にも相当の経費が必

要になるので、循環させることに重点を置き、使用目的を決めて使っている実践

例があるので、それに倣い、こういう書き方になったのではないか。 

（副会長） 

「ＢＤＦの実情を分析しつつ」のところで、税制の問題やＰＭ２．５の問題な

どを含め、全部言い尽くされているので、「農業用に利用することで」の部分は消

しても差し支えないだろう。むしろ、資源循環モデルを作ろうというところに意

味があると思う。 

（会長） 

農業用にこだわる必要がないということで、削除とさせていただく。次に 57 ペ

ージについてはどうか。 

（委員） 

資料２「各住民自治協議会答申・対応一覧」では、至るところで「これは県の

管轄です」とか、「市の管轄ではありません」と書いてある。しかし、この 57 ペ

ージの「現状と課題」だけは、国と県の管轄のことがしっかり書いてある。次の

実態件数のところでは、市が管理する重要河川の数字だけが挙げられており、そ

の説明が何もないので、これだけすごい課題があるのにたった５か所、６か所、

７か所かという意見がおそらく出るだろう。「実態件数（市管理の重要河川のみ）」
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と書いておかないと、誤解を招くと思う。 

（事務局） 

この部分については、もう一度確認をする。 

（委員） 

医療のことで言い忘れたことが一つある。１年間に２人増やすという目標を立

てたからといって、何としても２人増やすのだという無理だけはしないようにお

願いしたい。80 代のＯＢの医師であれば、だいたい来ていただける。また、市民

病院というシステム上、失礼ながら極めて人間的に問題のある先生が来ても、簡

単にはお辞めいただくわけにいかない。それで悩んでいる市民病院がある。腕は

よいのかもしれないが、人間的にかなり恐ろしい医師がいる市民病院があり、非

常に苦労しているようだ。だから、「２人の医師の増員」という目標を立てたから

といって、何が何でもということだけはぜひやめていただきたい。市民のために

なるように、慎重にお願いしたい。 

（会長） 

66ページの、「伊賀市水道事業基本計画」に関する注釈を書くという件について

はどうか。 

（事務局） 

注釈を入れさせていただく。 

 

（委員） 

160ページの「現状と課題」で、「小さな本庁・大きな支所」とあり、さらに「効

率化を優先したため、支所の規模を縮小してきました」とあるが、考え方として

は、今後も「小さな本庁・大きな支所」でいくことに変わりはないのか。 

（副会長） 

「小さな本庁・大きな支所」は、合併協議の当初から言われていた標語である。

「大きな支所」と言った場合に、たくさん職員がいるというイメージではなく、

地域に必要な職員が支所には必ずいるというイメージである。だから、施設規模

や組織ということでは必ずしもなくて、そういう意味で言うと、効率化を優先し

たためと言ってしまってよいのかどうかは別として、支所の規模を縮小してきた

ことは確かである。それを今後どうするのかというときには、私の理解では、支

所の規模を大きくしていくというよりは、むしろ支所の機能を、例えば地域支援

事業で地域振興の担当職員をきちんと配置する、あるいは住民自治協議会に対す

る支所の支援機能を充実させる、そういう機能強化に向かう話になると思う。 

（委員） 

権限の話か。 

（副会長） 

権限の話になるかどうかは、これからの検討次第である。 
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（委員） 

規模と捉えがちなので、表現を改めていただきたい。 

（委員） 

一般的に、小さい、大きいと言えば、組織や人の話と捉えがちである。この表

現は見直したほうがよい。 

（委員） 

この表現だと少し違和感がある。ここで言いたいことは機能の話だと思う。権

限というか、機能である。 

（副会長） 

「規模」という言葉が出てきて、「縮小してきた」とある。では今後はどうなる

のかというときに、この先が見えてないというのはある。 

（委員） 

合併当時、おそらくハードの問題ではなく、ソフトのほう、つまり機能につい

て話し合われたと思うので、このあたりの表現を見直さないと、なかなか議論が

深まらないと思う。 

（委員） 

島ヶ原支所は小さくて、上野支所は相変わらず大きい。あまり機能的ではない。

支所の規模自体を見直すべきである。そうでないと、上野支所なんてやってられ

ないと思う。 

（会長） 

合併当時、大山田の首長も、みんなが関わりやすい支所であってほしいという

願いを込めて「小さな本庁・大きな支所」と言っておられた。今となってはあま

りにもギャップが大きすぎるので、少し表現を変えるべきと思うが、いかがか。 

（委員） 

ここの目指すべき方向は、「地域内分権を支える支所機能の充実」なので、最後

の行を、「地域特性に応じた魅力的な地域づくりのために、支所機能の充実が求め

られます」とか、「必要です」と括ったらどうか。中間の文章はもう少し整理した

ほうがよいと思うが。 

（副会長） 

確かにタイトルが「支所機能の充実」なのに、「現状と課題」ではこの言葉が出

てこない。「施策の方向」には「機能の充実」という言葉が入っているが、「現状

と課題」にも入れておいたほうがよいのではないかというご意見である。それは

確かにそうである。そうでないと、規模の縮小という話が先にいってしまうので、

機能の充実というのを対峙させておく必要がある。 

（委員） 

ここをしっかりして押さえておかないと、伊賀市が目指す多核連携都市が成立

しなくなる。 
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（委員） 

この文章の中で「しかし」が消されているが、やはり「規模を縮小してきまし

た。しかし、」と続くほうが意味がよくわかる。「しかし」を消したら何のことか

わからない。規模は小さくなるが、機能だけは充実しないといけないという対立

が必要である。「しかし」という言葉は残したほうがよい。 

（副会長） 

確かに、下に機能の話を入れるのであれば、「しかし」はあったほうがわかりや

すい。 

（委員） 

ここでは、具体的に何をするのか。 

（会長） 

住民に一番近い支所のやるべき仕事は何なのか。 

（副会長） 

当然、合併をしたのだから、すべての仕事を旧役場で処理できるというわけで

はなくなっている。しかし、必要最低限のサービスは支所で提供し、住民の活動

に対する支援機能は支所が持つ、これからも充実させていくということだと思う。

そのためには、そこにいる職員は伊賀市全体のことをきちんと把握している、そ

れくらいの職員であるべきだという話もあるだろう。 

（委員） 

具体的には何を作って、職員を何人増やして、何をするのか。 

（副会長） 

その必要はない。私も合併に関わっていたのだが、後で「しまった」と思った

のは、全支所が同じ課の構成を取ったことである。要するに、支所がミニ市役所

化してしまったのである。これはやはりおかしいだろうということで、徐々に統

合整理されてきてはいる。例えば島ヶ原だからこそ林業関係のセクションがあっ

てもよいし、上野の市街地の部分で林業セクションは必要ない。そういう地域の

実情に応じた支所の体制がようやく整理できてきたところである。 

（委員） 

今話題の大阪都構想を思い起こさせる。経緯は全然違うが、例えて言うと大阪

市が上野市であり、八尾市、東大阪市、堺市に相当するのが、島ヶ原村であり大

山田村である。大阪市と大阪府があるから効率が悪い、だから市は解体してしま

えという構想だと思うが、上野市というのは特別巨大である。農業をしていると

ころも林業をしているところも、全部ある。だから、このまま支所充実と言って

も、はっきり言って大阪都みたいに、大阪市の各区にそれぞれ八尾市、東大阪市、

堺市並みの権限を与えるくらいにしないと、意味がないと思う。このまま旧上野

市で地域別計画を策定するとなると、合併した意味のない、極めて非効率な計画

ができあがるような気がする。何もしないということなので書いておいてもよい
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が、きちんとするのであれば、支所の規模を島ヶ原並みに統一するくらいのこと

はしておくべきだと思う。 

（委員） 

今おっしゃったように、結局それぞれの地域でやっていくことも違うわけで、

本庁にある財政、教育、同和などの課、すべてあったのをいくつか次のビジョン

がないままに削っていった。ところがその整理をしたときに、何を残してどうい

う機能を持たすかというときに、支所長の権限がはっきりしていない。職員も、

私の専門はこの分野だと。そうではなくて、出先機関として何が残るかというと、

今５つの部会がある。機能としては産業・交流もあるし、健康・福祉もあるし、

人権もあるし、教育・文化もある。その活動ができるような組織、何が何という

のではなく、もっと柔らかく活動できるような組織に支所を見直すべきである。

住民自治協議会が活動にあたって相談に行くのは支所で、少し難しい問題や予算

などについては本庁に頼る。本庁機能のすべてが支所にある必要はまったくない。

今後も住民自治協議会と密接に活動や交流をしていくのは、やはり支所だと思う。

そういう方向で、例えばどこかモデル地域を設定してやってみるということにな

ったら、率先して私たち伊賀支所でやってみたい。いちいち本庁まで走っていく

必要もなく、いろいろなサービス機能が支所にきちんと下りてきて、連携を取っ

てやっていければよい。基本政策の中でどこまでそういうことを盛り込んでいく

かは難しいが、やはり必要な機能をこれから地域と一緒に連携を取り合い考えて

やっていく、それが実際の動きにつながり、活力、元気のあるまちづくりにつな

がると考える。 

（会長） 

今、委員がおっしゃったことに尽きる。 

（委員） 

私も今、委員の話を頷いて聞いていた。それぞれの支所によって特色もあるだ

ろうし、今のご意見のように進んでいけばと思う。 

（会長） 

支所を充実するという内容に直していただければと思う。 

 

（委員） 

49～50ページについて。資料２「各住民自治協議会答申・対応一覧」で言えば、

８ページにいくつか避難行動要支援者についての発言がある。12 月の時点ではこ

れでよかったが、１月 17日に防災基本計画が改定され、要支援者名簿に関してか

なりの変更点があった。台帳システムや届出方式などのところが変更されている

ので、それに合わせて 50ページの書きぶりを修正する必要がある。具体的に言う

と、自治体の中で福祉部局と防災部局がすべての名簿を共有すること、それを常

に更新すること、それを地域防災計画の中で指定する機関にあらかじめ提供する
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というところまで防災基本計画は踏み込んでおり、2011 年当時にやっていた登録

方式は古くなっている。危機管理部署と相談し、49～50 ページの内容の見直しを

お願いする。 

 

（委員） 

160ページについて。伊賀支所や青山支所は現にあるから問題ないが、上野支所

は伊賀市役所と一緒だから、あるのかないのかよくわからない。伊賀市役所に来

て、上野支所がどこかよくわからない。だから、旧大山田、旧青山町の方は「支

所を充実」と言うと、なるほどと思うだろうが、旧上野市の住民としては変な感

じである。別に充実してもらわなくても以前からあるし、という感じだと思う。 

（副会長） 

上野も支所という看板を一時は掲げていた。 

（委員） 

看板はまだある。 

（副会長） 

まだあるのか。失礼した。ただ上野の市民からしてみると、ずっと市役所が面

倒を見てくれているという意識をお持ちだと思う。そこは周辺の他の地域とは異

なるところで、今後住民自治協議会と支所の関係を整理する中で一つの大きな課

題になると思う。本庁部分をどうするかということである。ただ先ほどの大阪都

構想の話に戻るが、これからの社会は統治機構改革では乗り切れないと思う。つ

まり、上から構造を変えればよいという話ではないだろうということである。そ

れがおそらく 2025年を控えての伊賀の合併であったし、今回の再生計画になるの

だろう。だからこそ、地域内分権を支える支所機能や住民自治協議会という部分

を改めて大切にしていかなければならないのである。 

（委員） 

上野支所だけ外しておいてほしい。上野支所だけ、他の支所に比べてあまりに

巨大である。 

（会長） 

上野支所の機能がどのようなものなのか、わからない。 

（委員） 

合併後も全然変わっていない。対応する職員も同じである。 

（委員） 

それは、総合計画の中で上野支所だけ特別に書き込むということか。今は文言

訂正のレベルである。地区別計画を策定するときの申し送り事項という扱いでど

うか。 
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（委員） 

155ページの「地区市民センターの自治センター化」について。資料２「各住民

自治協議会答申・対応一覧」にあるように、地区市民センターを自治センター化

することに対しての疑問点などが各地域の自治協から出されている。そして、そ

のための成果指標として、平成 25年度が「0」、26 年度と 27 年度が省かれて、平

成 28年度に一挙に「38」という設定がされているが、できたら 27年度あたりに、

先行する市民センターの数、例えば 28 年度が「38」であれば 27 年度の目標とし

て「２」や「３」といった数値を入れていただいて、１年間様子を見てよければ

平成 28年度は「38」でいこうというような書きぶりにしていただけたら、自治協

としても理解ができるのではないかと思う。25年度と 28年度の間に、中間的な目

標値を入れることをご検討いただきたい。 

（会長） 

今のご意見に対して、他の委員はいかがか。 

（委員） 

他の委員の意見を聞く前に、なぜ中間の数字が入っていないのか、その理由を

行政に聞いたらどうか。 

（事務局） 

成果指標については、すべて現状値と３年計画の最終の目標値ということで設

定している。したがって、途中の目標数値はすべて省かせていただいており、３

年計画の最終にあたる平成 28年度の目標値というかたちで掲載している。他の成

果指標との関係もあるので、このような形でご理解いただきたい。地区市民セン

ターについては、26 年度にあり方についてアドバイザーから助言をいただきなが

ら検討を進めていくということで担当課のほうでは考えている。 

（委員） 

「順次、指定管理制度に移行する」という文言を書いておけば、「いきなり 38

になるのか」とは言われないだろう。一言付け加えておけばよい。 

（委員） 

元々の文章が「導入します」ならよいが、「導入していくことを検討します」と

いう柔らかい表現だから、これで「38」というのはどうかと思う。確かにびっく

りした。 

（委員） 

38 全部を指定管理にするということだが、中には「嫌だ」と言うとこもあるだ

ろう。 

（委員） 

必ずしも自治協が受託できるとは限らない。とんでもない会社が手を挙げて、

そこが指定管理者になってしまうこともある。 
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（委員） 

この「自主自律した地域」の「じりつ」は、この字でよいのか。 

（副会長） 

この字を使っていると思う。 

（委員） 

「律する」だから、これでよい。経済的に自立しなくてもよいので。 

（委員） 

「検討します」ではなく、「導入します」としておいたらどうか。 

（事務局） 

確かに、「導入していくことを検討します」で「38」というのはおかしいかもし

れない。ただ、担当課としてはなかなか言い切れない部分もあると思うので、「導

入していくことを目指します」というかたちでどうか。 

（委員） 

先ほど委員がおっしゃった「順次」という文言も入れておくということで。 

（委員） 

「38」というのは現在の地区センターの数だが、はっきり言って、全部を自治

協が受託する指定管理にはしないほうがよいと思う。全国の実情をよく検討して

いただきたい。自治協の職員は必ずしも良い人ばかりではない。あるセンターに

隣の地区の子どもが遊びに来たのを、「ここを使う権利がない」と言って追い出し

たりする職員もいる。気分的なことで。かなりご高齢の方が多いので、認知症に

なってそういうことを言い出したりすることもある。「38」ではなく、その半分ぐ

らいにしたほうがよいと思う。具体的には、名張市で自治協が受託して大変なこ

とになっている例があるので、よく検討していただきたい。お願いする。 

（委員） 

これは、住民自治協議会が受託できるようなかたちにするということではない

のか。 

（委員） 

現実問題として、自治協ぐらいしか受けないと思う。 

（委員） 

指定管理者になるには規模も、人も必要だし、組織も作らなければならない。

お金もかかる。受託をするための申請手続きは大変な作業である。そうしたこと

をすべてクリアして、指定管理者としての指定を受けるのは、例えば私どもの住

民自治協議会では簡単にはできないと思う。指定管理、指定管理と言っているが、

実際にいくつかの指定管理を見ていると、それなりの人材がいる。住民自治協議

会に指定管理者制度の申請手続きをするように持ちかけても、できないところも

あると思う。指定管理者制度を導入して立派にやっているところもあるが、必ず

しも全部が成功しているわけではない。もう少し指定管理者制度について勉強し
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ないと、容易ではない。方向としては考えなければいけないことではあるが。 

（委員） 

３分の１ぐらいにしておいたほうが安全である。３年後に全然目標に達してい

ないと言われるよりはましな気がする。 

（委員） 

事務局でよく考えていただくようお願いする。 

（会長） 

地区市民センター間の温度差もあると思うので、事務局のほうに現実を踏まえ

た判断をお任せする。 

 

５（２）再生計画 答申について 

（会長） 

基本構想を２月 10日に市長へ答申させていただいた。再生計画についても答申

をする必要がある。資料５をご覧いただきたい。答申書の文案として、私の意向

も取り入れたかたちで事務局に作成していただいた。表現や特に盛り込みたい内

容があれば、ご意見をお聞かせいただきたい。 

（委員） 

３行目に「適当と認めたので、これを答申します」とある。確かにほとんど事

務局が作ったのだから、これでよいとは思うが、普通は「答申します」だけで、「適

当と認めたので、これを」という文言は入れない。また、「なお、再生計画の実行

にあたっては、常に市民の視点や立場で進めてきた審議過程での提案や、パブリ

ックコメント等で寄せられた意見等を十分尊重してください」とあるが、これを

十分尊重して作ったのがこの答申である。だからこの文章は必要ない。 

（委員） 

これは、「実行にあたっては」ということである。 

（委員） 

「実行にあたっては、この答申を尊重してください」でよいと思う。審議過程

の提案やパブリックコメント等で寄せられた意見を十分検討して答申を作ったの

に、実行にあたってもう一度今までの過程を見直してくださいと言うのか。取捨

選択を結構しているので、その捨てたほうの提案やパブリックコメントもまた尊

重してくださいという意見をぜひとも言いたいのであればこれでよいが、そうで

はなくて、十分審議してこのような答申にしたということを言いたいのであれば、

「なお～ください」の部分は必要ない。次の「また」も要らない。その後の「再

生計画～展開していただきたい」という部分はまったく問題ない。最初の「適当

と認めたので、これを答申します」という部分について、これでよいか。 

（会長） 

この部分は、基本構想の答申と同じ表現にしている。参考資料１を見ていただ



 15 

きたい。 

（委員） 

なるほど。前回は気付かず、失礼した。 

（会長） 

基本構想と同じように審議を重ねてきたということを申し述べた上で、再生計

画は市政再生のための指針に掲げる、小さな分権型まちづくりをさらに進めてい

ってほしいということを市長に特にお願いしたいという思いを込めている。 

（委員） 

そちらのほうはそのままでよいと思う。「適当と認めたので、これを」という文

章を入れるかどうか。また、「なお、再生計画の実行にあたっては、～十分尊重し

てください」という部分を入れるかどうかという問題である。私は、どちらも入

れなくてよいと思う。 

（委員） 

審議過程での提案やパブリックコメント等を最終案に添付するつもりなのか。

添付しないのであれば、これは書く必要がないと思う。 

（副会長） 

どうだったかな。添付するような答申もあったような気はするが。ただ、付け

ても付けなくても、かなりの審議を重ねて、みんなで泣きながら捨てたものもあ

るということを、ここでは言っておきたいというのもよくわかる。 

（委員） 

添付しないのであればわからないから、この文章は必要ないと思う。 

（委員） 

両論併記に近いような会議であれば必要だと思う。ただ、そうではなく、ほぼ

全員が知っているから、なくてもよいと思う。 

（委員） 

パブコメや委員提案に対する答え方として、「それは違います」と切ったものば

かりではなく、「計画の中には入れないが、今後進行にあたって十分に配慮します」

と答えているものもあるので、「実行にあたっては」という部分を入れておいたほ

うがよいという気はする。ただ、おっしゃるように、ボツになったものまで入れ

るのかというご指摘もわかる。 

（委員） 

参考にする意見は、この計画の参考にするのではなく、「これからの施策の参考

にします」ときちんと答えているので、改めて「尊重してください」と書かなく

てもよいのではないか。 

（委員） 

要るような気もするが、どうだろう。 
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（副会長） 

今回の計画は一応これでいくが、それを実行するときには、パブコメなどに「考

慮します」と回答した部分があるから、そのことを忘れないようにしていただき

たい、というくらいのニュアンスで読めば、この表現は有りうると思う。「再生計

画の実行にあたって」ということなので。 

（委員） 

この計画どおりなら、実行にあたっても市民の意見を聞きながら進むに決まっ

ているので、わざわざ書かなくてもよいと思う。 

（副会長） 

わざわざ書かないか、わざわざ書くかである。 

（委員） 

両論併記の議論であれば絶対書くべきである。しかし、そういう議論ではなく、

ほぼ全員が知っているので、書かなくてもよいということである。 

（副会長） 

この審議会で一致していても、「今後の検討課題の一つとさせていただきます」

というような回答を市がしている部分があるので。 

（委員） 

それは、その時点で検討してもらえばよいので、計画としてはこんなものであ

る。総合計画は骨組みみたいなものなので、あまり細かいことまで入れなくても

よいのではないか。 

（副会長） 

だからこそ、「再生計画の実行にあたっては」と書いたのだと思う。 

（事務局） 

おっしゃるとおり、パブリックコメントや様々な提案の中で、「計画には反映し

ないが、施策を実行するときには参考にさせてもらいます」と回答しているもの

もあり、そういったことを考えて、この文章を入れている。 

（委員） 

「パブリックコメントや市民の意見を尊重してください」を先に持ってきて、

あとから「基本計画に基づいて市政を運営してください」と言うのはどうか。文

章を入れ替える。 

（委員） 

私たちの権限は、再生計画の提案である。 

（委員） 

市当局が「尊重します」と返答していることに対して、改めて「尊重してくだ

さい」と言わなくてもよいと思うのだが。確かに、一昔前のような硬直化した行

政なら、これは絶対書いておく必要があると思う。しかし、そうではなくなった

ようなので、この文章はなくてもよいと思う。 
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（委員） 

再生計画の中に記述されているもの以外にもいろいろなご意見が存在するとい

う状況を知っていただきたいということで、この文章はあったほうがよいと思う。 

（委員） 

私もこの文章を残してもらいたい。個人的な意見も述べてはいるが、それぞれ

の組織を代表して委員になっている方もいる。委員は個人として委員になられて

いるので、その違いがある気はする。 

（委員） 

要するに、異論もあるというニュアンスを入れるということか。 

（委員） 

我々が個人的な意見ですべてを決めたのではないということをどこかで表現し

たいという意味である。省略された意見も含めての答申であると。 

（委員） 

省略されたのであれば、異論があったというような表現はしないほうがよいの

ではないか。 

（副会長） 

今回作ったのは再生計画である。そして、「なお」書きのところは実行について

である。計画がそのまま実行されるのであれば市役所も議会も要らないが、そう

ではなくて、再生計画をこれから実行していくときには、３年の間に何が起こる

かわからない、そういうときにいろいろなご意見をいただいているということも

知っておいてくださいということを、「なお」書きで念を押したということである。 

（委員） 

実行にあたっては、過去の書類を引っ張り出すより、改めて意見を聞いたほう

が早いと思う。 

（副会長） 

過去の議論を大切にしないと、だめである。改めて一つ一つ聞いていたら、大

変である。 

（委員） 

それはそうだが、十分尊重して計画を作ったと思うので、あえて「尊重してく

ださい」と言わなくてもよいのではないか。 

（副会長） 

だから、「実行の際には」ということである。 

（委員） 

絵に描いた餅ではだめだという議論をしていたと思うが、そのことの念押しと

受け取ったらよい。 

（委員） 

「再生計画の実行にあたっては、常に」の次を消して、「本審議会での審議過程
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での提案や、パブリックコメント等で寄せられた意見を含む、市民の意見を十分

尊重してください」という書き方でどうか。 

（委員） 

では、それでいこう。 

（委員） 

今言われたことも、委員が言われたことも、この文章の中に、前後することは

あるにしても、すべて含まれている。だから、私はこのままでよいと思う。もう

一つ言わせていただくと、「第二次伊賀市総合計画」というのを入れていただきた

い。カギ括弧で「諮問のありました『第二次伊賀市総合計画』について、慎重に

審議を重ねてまいりました結果、別添の再生計画最終案として答申します」と。「適

当と認めたので」という文言は必要ない。答申書というのはそんなものである。

適当でないものは答申しない。あとは、会長と事務局に一任する。いろいろ意見

を言っても、まとまらないと思うので。 

（会長） 

個人個人のお考えもあると思うが、私としてはこの案で答申したいと思ってい

る。審議の過程を大事にしたいということがいつも議論の中にあったように思う。

実行にあたっても、その過程を踏まえて実行していただきたいという思いをこの

文章に込めているので、できればこの文面でいかせていただきたい。 

 

５（３）今後のスケジュールについて 

・資料６について説明（事務局） 

 

６ その他 

 

 

 

 


