
番号 委員名 該当箇所
意見
種別

ご　　　　意　　　　見 担当所属等 対　　　　応　　　　案
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検討要否
該当頁

2 松崎会長 答申案 意見

（松崎会長）
答申案について意見がなければ、審議会としてはこれで答申をまとめていきた
い。答申は会長から市長へさせていただくので、審議委員には了解願いたい。
（全員了承） 事務局

答申日程について、市長のスケジュールを確認
し、会長と調整したい。

否 -

第１２回審議会意見・対応一覧　（基本構想）

伊賀市における市税の推移がある。７年で１０億減っている。合併特例債の方
は３０億減っていく。金が減っているのに、観光や農林業など新たな事業や今
までやってきたことを書いてある。何度も言っているが、こんなに減ってくる
のに、ここを重点的に減らそうとか、これを目玉としてやっていこうとかが文
章の中でよくわからない。役所としてはこれが出来ると考えているのか。行政
の作った資料しかないが、自信を持って大丈夫といえるのか。出来るならいい
が、今でも借金が沢山ある。借金してでもやらないといけないのか。
一般市民は、財政状況が良くなると理解していいということか。出来る範囲で
やらないといけない。原案を作ったのは行政だから、それをしっかり考えて
作ったのかということ。

（相川委員）
私達が諮問されていることは何か、と言うことをはずさないことが大事。
今まで期限を切って意見を求めらてきたが、それまでに意見を出されたのか。
もう一点、ご指摘いただいているは推計の部分で、実際はもっと上がったり下
がったりするが、それを見ながら毎年ローリングで予算立てをして、事業を組
んで、行政として責任をもって議会に出して、承認を得ていくということで
あって、個別の事業をするとかしないとかは私たちは言えないが、減らしてい
くしくみについて、色んなところに散りばめて書き込んだ。今ここで行政に対
して、「良くなるのか」と突き詰めて聞いても誰も答えられない。
ただし、前計画や他市の計画と比べると、かなり勇気と覚悟で人口減少を打ち
出し、このままではいけないということ、公共施設に関しても対処していくこ
とを明記している。なかなかよくやっている。少なくとも、本気で議員と職員
が取り組めば、厳しいが持続可能な計画となっている。
（武田委員）
これまでの審議の中で我々は出来るという前提で議論してきた。審議会で今さ
ら全部否定しても意味が無い。別の場でお願いしたい。

（中村委員）
これだけはぜひ審議委員の皆さんと確認したい。資料５．P１。市政再生の指針
に書かれているように、予算が少なくなる、補助金が少なくなる。それは日本
全国どこでも同じ。その中でどのようにして市民サービスをし、経営をどうし
ていくかということが一番重要なポイント。今までの市政運営ではダメなんだ
ということで、そこで分権型のまちづくりを推進していくということが書かれ
ている。税金だけで市の運営をするのではなく、各団体等あらゆる主体が協力
していかないといけない。予算がないから出来ないというのはこの審議会の議
論からはどうかと思う。そこをしっかりと押さえておきたい。

（事務局）
行政がこれが出来るのか、ということだが、この
計画については、行政だけがする計画ではない。
市民、団体、住民自治協議会も含めての計画。
行政としては、できるようにしていく計画と考え
る。お金が無いということだが、収入を得ていく
ということも含めて皆さんと取り組んでいくとい
うこと。

事務局質問厳しい財政状況中森委員1 4否
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3 医療・福祉 武田委員 意見

資料６の重点プロジェクト。「二次救急医療体制の確保」と
林業の活性化」では共通点がある。平成２６年度で現状分
析、平成２７年度課題の発見、平成２８年度にやっと実行と
いうのはよくない。２６年度に分析・検討・実行する、２７
年度にさらに分析します、２８年度はさらに分析の上強化
し、実行します、とすべきではないか。このままでは強く批
判されると思う。 地域医療対策

課
回答

平成26年度「地区外搬送や受入れ不能ケースの現状分
析を行います。」→「受入れ不能ケースの現状分析、
解決に向けての課題を検討し、受入れ不能件数の削減
を目指します。」
平成27年度「現状分析を受け、解決に向けての課題を
探ります。」→「取組内容の点検を行い、再度課題分
析を行います。」
平成28年度「地区外搬送や受入れ不能件数の削減を目
指します。」→「二次救急実施病院等との連携強化を
図り、市民が安心できる二次救急医療体制の確保に努
めます。」
にそれぞれ修正します。

要 8

4 医療・福祉 市川委員 意見

「二次救急医療体制の確保」の目標設定について、本来４半
期で確認、分析、対応していくべきことであって、１年ずつ
に分けて３年の計画にすることに意味は無いのではないか。

地域医療対
策課

回答

当該意見について特に変更はしない。

否 8

5 医療・福祉 相川委員 意見

取組み内容の①と③は発展していく形になっていない。

「二次救急医療体制の確保」では、３年目に「削減を目指し
ます」とあるが、それが最終目標ではない。そもそも削減を
目指すために現状分析や課題解決の動きがあるはずで、目的
とすべきことがきちんと書けていない。

地域医療対
策課

回答

平成26年度「地区外搬送や受入れ不能ケースの現状分
析を行います。」→「受入れ不能ケースの現状分析、
解決に向けての課題を検討し、受入れ不能件数の削減
を目指します。」
平成27年度「現状分析を受け、解決に向けての課題を
探ります。」→「取組内容の点検を行い、再度課題分
析を行います。」
平成28年度「地区外搬送や受入れ不能件数の削減を目
指します。」→「二次救急実施病院等との連携強化を
図り、市民が安心できる二次救急医療体制の確保に努
めます。」
にそれぞれ修正します。

要 8

6 医療・福祉 武田委員 意見

取組内容①の「二次救急医療体制の確保」の内容について、
「受け入れ不能」と「地区外搬送」を一まとめに良くないこ
ととみなしているように見えるが、「受け入れ不能」は確か
に減らしていくべきだが、「地区外搬送」はスムーズに積極
的に推進したほうが良い。三重大学病院や天理よろず相談所
病院に主治医がいる場合などは、その方がはるかに患者のた
めになる。少なくとも一まとめにして削減を目指すべきでは
ない。

地域医療対
策課

回答

平成26年度「地区外搬送や受入れ不能ケースの現状分
析を行います。」→「受入れ不能ケースの現状分析、
解決に向けての課題を検討し、受入れ不能件数の削減
を目指します。」
平成27年度「現状分析を受け、解決に向けての課題を
探ります。」→「取組内容の点検を行い、再度課題分
析を行います。」
平成28年度「地区外搬送や受入れ不能件数の削減を目
指します。」→「二次救急実施病院等との連携強化を
図り、市民が安心できる二次救急医療体制の確保に努
めます。」
にそれぞれ修正します。

要 8

第1２回審議会　意見・対応一覧　（（仮称）再生計画　重点プロジェクト）
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7 医療・福祉 市川委員 意見

応急診療所も毎年同じではどうか。時間があるかどうか分か
らないが、成果指標については、もうすこししっかり作った
ほうがいい。

地域医療対
策課

回答

平成26.27.28年度「現状の診療体制を維持しつつ、一
次救急を担う応急診療所の役割等の普及啓発を行いま
す。」と同じ記述であったものを「市民の一次救急医
療体制を確保するため、休日及び夜間の急病者に対し
て、現状の診療体制の維持確保に努めます。
現状の実施体制
平日：午後８時～１１時
休日・年末年始：午前９～１２時
午後２時～５時
午後８時～１１時」に修正し、現状の診療体制の維持
確保に努める記述とします。

要 9

8 医療・福祉 武田委員 意見

取組内容②の関連施策の「医師の確保」について。
医師数は簡単に書かないほうが良い。単純に研修医等を２名
ずつ増やすと言うのでは意味が無いので「必要な医師の増員
を目指します」としておいて、２名という増員の目標を書か
ないようがよい。

経営企画課

回答

上野総合市民病院の最大課題は医師の確保である。経
営再生に向けて入院収益の増加に取り組む中でも、入
院診療ができる常勤医師を確保することは最重要であ
り、赤字経営を脱却するためにも２人／年の常勤医の
確保の必要があるため目標値として掲げている。これ
までの検討の中で、具体的な数値について示せる事項
については掲げていくこととしているため記述を変更
しないことといたしたい。

否 9

9 医療・福祉 相川委員 意見

取組み内容の①と③は発展していく形になっていない。

「将来の医療体制に係る検討」では、３年目に「方向性の検
討を行う」のではなく、「方向性を打ち出す」ことが必要。
検討するのが最終目標ではない。もう少し詰めていただきた
い。

地域医療対
策課

回答

平成26年度「生活圏を共にする地域も含め、地域医療
の実態調査を行います。」→「生活圏を共にする地域
も含め、医療資源の現状や将来の医療需要等について
調査を行います。」
平成27年度「調査に基づく、検討を行います。」→
「目指すべき医療体制について、検討を行います。」
平成28年度「将来の医療体制に係る、方向性の検討を
行います。」→「将来の医療体制に係る方向性を見出
し、実現に向けて関係機関に働きかけを行います。」
にそれぞれ修正します。

要 10

10 医療・福祉 谷村委員 意見

「地域包括ケアシステム」と「地域ケアネットワーク会議」
の説明がよくわからない。相互の関連はどうなっているの
か。
地域包括ケアシステムは厚労省では2025年を目処にというこ
となので、中間的な目標。途中経過しか書いていない。重点
プロジェクトであれば３年間で成果を出すことを書くべき。
「姿を示します」というのは中途半端ではないか。これでい
いのか。誰がどういう所で示すのか。行政が出したら示した
ことになるのか。

（武田委員）
最終目標は２０２５年だが、３年間の目標は結構書いている
ので問題ないのではないか。
これは終わるようで終わらない問題。引き続いて検証してい
かないといけないが、文言としてはこの程度でいいのではな
いか。
（相川委員）
包括ケアシステムとケアネットワーク会議との関係がよくわ
からない。重点プロジェクトに表れていない。

介護高齢福
祉課

回答

「伊賀市の地域包括ケアシステム」は２０２５年への
対応を見据えての構築をめざしており、資料３　P7
３年間で目指す成果での最終行で「確立します」と
なっていますが、これは、しくみが構築されるという
ことではなく、しくみづくりのための方向性を決める
ということであるため、文章表記について整合を図り
ます。ついては、P7の最終行を、「一体的な支援のし
くみである「伊賀市がめざす地域包括ケアシステム」
の姿を示します。」に修正し、そのシステムに基づく
実践をする中で、伊賀市のしくみを構築していきたい
と考えています。 要 7
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11 医療・福祉 相川委員 意見

「地域包括ケアシステム構築の推進」の指標の表現がわかり
にくい。
「福祉総合相談のしくみ」や「自助・互助・共助のしくみづ
くり」などが「」に入っているのは特定の施策名なのかもし
れないが、その施策の説明がなく、よくわからない。わざわ
ざ「」を使うのではなく、例えば「福祉総合相談のしくみを
つくり、複合的な相談対応を実践します」ではいけないの
か。

介護高齢福
祉課

回答

活動指標について、次のとおり本文修正します。
平成２６年度は、両鍵括弧を削除します。
平成２７年度は、「保健・医療・福祉分野の多職種連
携」「自助・互助・共助のしくみづくり」「福祉総合
相談のしくみづくり」の３つの施策展開から」を「福
祉総合相談や地域福祉活動を推進する中で」に修正し
ます。
平成２８年度は、「や、自助・互助・共助・公助」を
削除します。

要 11

12 医療・福祉 相川委員 意見

「自助・互助・共助のしくみづくり」についても、注９で
2013年からはじめているということだが、重点プロジェクト
にも分野別計画にもどこに入ってくるのかわからない。
「自助・互助・共助」というのは計画の推進でもキーワード
になってくるので、重点プロジェクトと分野別計画でしっか
りと書き分けていただきたい。非常にわかりにくい。

介護高齢福
祉課

回答

平成２７年度の指標の変更により、注釈１０(保健・
医療・福祉分野の多職種連携)及び１１（自助・互
助・共助のしくみづくり）は削除します。
なお、「自助・互助・共助」については、伊賀市自治
基本条例で示す補完性の原則に基づくものであり、重
点プロジェクト、分野別計画を問わず、施策展開する
上での基本的な考え方としています。

要 11

13
観光・農林
業

相川委員 意見

「着地型観光」について、キーワードになっているが、伊賀
では「地域の人が潜在的な資源を発掘し、自分達のところの
良さを見直しながら、外の人にも紹介していく」ということ
で進んできたと思うが、注10の定義でいいのかどうか。ま
た、資料１の対応案の定義は、一般的な定義からも、注10の
定義からも違うので、キーワードになる言葉についてはもう
一度きちんと定義したほうが良いのではないか。

（宮嵜委員）
注10の方は、市民個々のレベルとしての説明かと思う。一方
の対応案の定義は、市として、まちとしての立場。それぞれ
立場、主体が違うように感じる。全く間違いではないのでは
ないかとは思うが。
（松崎会長）
着地型観光に対する考え方をもう少しわかりやすく修正して
もらうこととしたい。

観光戦略課

回答

着地型観光についての説明は、宮嵜委員のご意見のと
おりの考え方です。
注釈で下記の様に記載してはどうかと思います。
観光客や旅行者を受け入れる地域の人が、自分たちの
持つ観光資源や地域の魅力を発掘、再発見（再認識）
することによって、それを活かした企画を提供する観
光形態（ツアー）。出発地側の指向により地域外の観
光地に送り出す従来の「発地型観光」とは異なり、受
け入れ側の創意工夫で旅行者を呼び込むことで地元で
の消費を促し、地域内の経済効果を高める利点があ
る。

要 13

14
観光・農林
業

宮嵜委員 意見

関連施策の内容で、「体験・学習型メニュー」とか、「パー
トナーの発掘・育成を重点的に行い、体験・学習型メ
ニュー」とある。
伊賀のコンテンツの中で俳句や芭蕉というのが大きなウエイ
トを占めているのになかなか上手いかないのは、むしろ学習
型に偏りすぎているからだと思う。ほっておいたら学習型に
なっていく。あえて「参加・体験型」という言葉の方がいい
のではないか。

観光戦略課

回答

ご指摘のように「参加・体験型メニュー」に修正した
いと存じます。

要 14
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15 観光・農林業 村山委員 意見

重点プロジェクトの農業関係のところは目標設定は取ってつ
けた感じ。
【取組内容③】
菜の花プロジェクトの推進は、伊賀市として推進してきたと
いうこともあり、続けたいというのはわかるが、プロジェク
ト自体の是非を問わずに面積を増やすというのはどうか。分
野別の議論の際も指摘したが反映されていない。チェック機
能のことが入らないといけない。バイオディーゼル自体の是
非も同じ。バイオディーゼルの使い方に踏み込まないと、
作ったらそれでいいのかとなる。また、重点プロジェクトの
中で観光と結びつけると言う部分もあるので、誘客との繋が
りも記述が要る。

（武田委員）
では、「DDFの実情を分析しつつ」としてはどうか。
菜の花よりゴマの方が収量が多いのではないか。胡麻油もい
いのではないか。菜の花に限らなくていい。
（村山委員）
集客して菜の花を見に来たお客さんがどのくらいいたとか、
菜の花のバージンオイルをどのぐらい売り上げたとか、収益
性に繋がっているかどうかの指標にしてはどうか。面積は、
植えるだけならできるが、面積が縮小してもものすごく効率
性が上がるかもしれないので。

農林振興課 回答

菜の花プロジェクトは耕作放棄地が増加してきた中で
資源循環循環型社会の構築の中で景観を利用した観光
客の集客も含んだ事業として当初から取り組まれてい
ます。
菜の花プロジェクトの推進を数値目標で表すには現状
では面積の拡大が適当であると考えます。
理由としては菜種は景観利用の作付と搾油目的の作付
があり、搾油目的の菜種の収量は現状では天候や連作
障害、土壌の問題などの理由により一定とはいえず目
標設定には無理があるからです。また、ＢＤＦの製造
はあくまでも研究施設での研究目的の製造で研究目的
の農業利用にとどまっています。研究成果として様々
な利用に関する問題も発生しており、この仕組みを利
用して業務開始される団体企業等も現在ありませんの
で、あくまでも研究の中での利用ということで目標指
標とはなりえないと考えます。
また、「観光資源としての利用」「BDFの実情を分析
しつつ」については追記しました。

要 16

16 観光・農林業 村山委員 意見

【取組内容③】
二つ目の「農林業資源を活用した新事業の推進」について
は、ポイントが２点あって、新たな起業を支援することと、
農商工連携による商品開発となっているが、目標設定は商品
開発のみ。考えないといけないと思う。
全体的に、観光の目標は具体的なイメージが沸くが、農林業
の方は、本当にこれが目標でいいのかと感じるものもある。
１年目は工業者と農家を繋ぎます。２年目は販売プロモー
ションします、３年目はブランド化します、となっている
が、同時進行すべきこと。

農林振興課 回答

同時進行で速やかに進めることが大切とのご意見で
す。表記を１年目、「農林商工業、観光産業等が連携
するきっかけとなる機会を増やし、連携事業の増加に
取り組みます。また、農林畜産物や特産物等、開発し
た商品等を販売する機会を創出します。」２年目「農
林畜産物や特産物等、連携事業で開発した商品等の販
売状況等について分析し、問題点等検討し定着に務め
ます。」３年目「ブランドとしての定着を図るため、
さらに分析・検討を実施します。」に修正させていた
だきます。

要 17

17 観光・農林業 村山委員 意見

人農地プラン。集落の数で言っているが、集落の規模もある
し、複数の集落を束ねてやる場合もある。面積にした方がい
い。

農村整備課 回答

人・農地プランは集落単位で取り組みを進めていただ
いています。確かに複数の集落を束ねて実施される場
合もありますが、プランの実効性を考えていかに多く
の集落で取り組みがあったかが重要であると考えてい
るので、面積の割合でなく集落数の割合にしていま
す。

否 17

18 観光・農林業 村山委員 意見

多様な担い手のところは、集落営農組織や新規就農者、外部
からも含めた企業や団体なども含めて、多様な担い手である
ことがミソ。集落営農組織のことだけ目標にされているが、
それでは多様ではない。 農村整備課 回答

ご意見の通り新規就農者の定着を目標指標に加えま
す。１年目３名２年目３名３年目３名３年間で９名の
定着を目標とします。

要 18
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意見
種別

ご　　　　意　　　　見 担当所属等
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対　　　　応　　　　案
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該当頁

19 医療・福祉 武田委員 意見

（再掲：No3）
資料６の重点プロジェクト。「二次救急医療体制の確保」と
「林業の活性化」では共通点がある。平成２６年度で現状分
析、平成２７年度課題の発見、平成２８年度にやっと実行と
いうのはよくない。２６年度に分析・検討・実行する、２７
年度にさらに分析します、２８年度はさらに分析の上強化
し、実行します、とすべきではないか。このままでは強く批
判されると思う。

農林振興課 回答

林業の活性化の事業は、平成２６年度から新たに実施
する事業です。２７年度は２６年度の現状分析し、
「木の駅プロジェクト」を進め、２７年度は取り組み
を推進強化します。

否 18
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意見
種別

ご　　　　意　　　　見 担当所属等
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20 全般 福田委員 成果指標 意見

成果指標の整理を先送りしているが、統一した考え方を企画サイドでもう
一度見直して整理したほうがいいのではないか。難しいのはよくわかる
が、市民から見て、これで本当に成果がわかるのか。観光は数字が出やす
いし、まちづくりについては割と出来ているかと思うが、医療・福祉の関
係は疑問なものがある。市全体としてどういう考え方でするのか見直して
もらいたい。

事務局 回答

審議会同様に住民自治協議会からの答
申でもご意見をいただいておりますの
で、それぞれの指標について見直しま
す。

21
生活
環境

武田委員 2 - 2 - 1 再生の視点 意見

「生物多様性などの」となっているが、「生物多様性」を名詞として単独
で使われることはあまりないので違和感がある。。形容詞的に「生物多様
性の維持を目標に環境保全意識の高揚や」などとしてはどうか。 環境政策課 回答

違和感があるとのご意見ですので、
「生物多様性の保全などの」と修正し
ます。 要 59

22
生活
基盤

武田委員 4 - 1 - 1
活動指標
成果指標

意見

「都市計画区域の再編と統一した制度設計の方針決定」、「都市公園安全
安心対策緊急支援事業」、活動指標「公園施設長寿命化計画」は、言葉の
意味がよくわからないことがある。脚注が必要ではないか。

都市計画課 回答

それぞれに注釈を追記します。
「都市計画区域の再編」とは、現存す
る上野、伊賀、阿山、青山の4つの都市
計画区域を統合することを意味しま
す。
「統一した制度設計の方針決定」と
は、都市計画区域間で異なる制度と
なっている現状の課題を解決するた
め、統一した土地利用管理制度を論議
し方針決定すること。
「都市公園安全安心対策緊急支援事
業」とは、公園施設の機能保全・向上
対策による安全性の確保等、総合的な
安全・安心対策事業を緊急かつ計画的
に実施し、子どもや高齢者をはじめ誰
もが安全で安心して利用できる都市公
園の整備を推進するための補助事業名
のこと。
「公園施設長寿命化計画」とは、公園
施設の計画的な維持管理の方針や長寿
命化対策を定め、公園施設の安全性確
保と機能保全を図りつつ、維持管理予
算の縮減や平準化を図ることを目的に
策定する計画のこと。

要
99
100
101

23
生活
基盤

武田委員 4 - 2 - 2 全般 意見

橋梁の長寿命化について、1,705橋の内なぜ15メートル以上についてのみ修
繕するのかの説明必要。「優先的に」という言葉は有ってもいいのではな
いか。

（宮嵜委員）
橋梁にランクはあるのか。
（福田委員）
基準があると思うが、専門ではない。国交省などで基準が示されているの
ではないか。
（武田委員）
なぜ１５メートルなのかという説明を入れてほしい。

建設1課
建設2課

回答

ご意見に従い、橋長１５ｍ以上の補修
理由を追加します。

現状と課題に『この為、国の社会資本
整備重点計画に基づき橋長１５ｍ以上
の橋梁について、優先的に修繕工事を
行います。』を追記。 要 106

第1２回審議会　意見・対応一覧　（（仮称）再生計画　分野別計画・計画の推進）

施策番号等
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24
教育
人権

武田委員 5 - 4 - 4 成果指標 質問

参加児童数から参加者数、つまり子どもの数から保護者の数に変えたらし
いが、なぜか。子どもの数ならなるほどと思うが、大人の数なら動員すれ
ばいいと考えられる。

生涯学習課 回答

青少年健全育成を推進する上で、地域
の見守りとして、大人の関心を高める
必要があると考えます。子どもの受入
れ体制だけでなく、「輝け！いがっ子
憲章」にある行動計画を推進し、子ど
もの健全育成に関わる団体、企業への
啓発を行なうなど社会の意識を高める
ことが大切だと考えます。

否 134

25
文化
地域づ
くり

菊山委員 6 - 1 - 1 主な事業 質問

「多文化共生推進計画策定事業」を削除しているが、多文化共生拠点施設
を作っていくために多文化共生推進計画を随分前に作った。それが、今の
現状に合っていないということで、アンケート調査をして、それを基に計
画を立てて、どのような拠点施設にしていくのか検討する、と市長に提言
した。昨年度末では委員会を作って進めていくとなっていたはずだが、文
言を消したと言うことは、どういうことか。

市民生活課 回答

現在、行政改革の視点から、法律に定
めのない個別計画は総合計画にまとめ
る見直しを行っている。（仮称）多文
化共生推進計画も対象になっており、
今後、個別計画を策定しなくても多文
化共生施策が推進されるよう取り組ん
でいきたいと考えます。

否 139

26
計画の
推進

堀川委員 7 - 1 - 2

【1.情報化と工法
機能の充実】
主な事業

質問

ふるさとサポーター制度について。ふるさと納税何人か。この人たちにサ
ポーター制度に参加していただいてはどうか。

秘書広報課
企画課

回答

（事務局）
ふるさと納税（ふるさと応援寄付金）
は、年によって違うが、多い年は１０
人、少なければ５人程度、寄附いただ
いている。金額もさまざま。市外の人
には広報紙を送って伊賀市の情報を提
供している。現在、他市事例にあるよ
うな、特産物の送付は今までいていな
かったが、実施に向けて検討をしてい
る。
ふるさとサポーター制度に関する案内
も可能と考えている。

否 162

27
計画の
推進

堀川委員 7 - 2 - 3
【2.市庁舎の整
備】

質問

防災拠点となる庁舎とあるが、最低限どのような機能があればいいと考え
ているのか。

管財課 回答

高度な耐震性能、防災性能に加え、自
立性、指揮中枢機能を備えた防災、災
害復旧・復興の拠点施設として、市民
の安全・安心を守る役割を充分果たせ
る庁舎と考えています。

否 169
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28
計画の
推進

中村委員 7 - 2 - 3
【2.市庁舎の整
備】

意見

（中村委員）
市庁舎の方向性がいろいろと出ているが、答申の内容が出たときには遅れ
た内容にならないのか懸念がある。観光や、図書館等織り込まないで進め
ていくのはどうかと思う。どうするのか。もっと踏み込まないといけない
のではないか。

（堀川委員）
中心市街地活性化２次計画では現在地前提で議論している。その辺の結論
も見ないといけない。管財課の市民アンケートでも７２～３％の方が、現
在地でいいのではないかと出ている。支所と本庁のあり方など、総合的に
議論を進めないといけないと思うが、行政としてはこれが精一杯かなと思
う。
（武田委員）
今の表現ならどう転んでも大丈夫だと思う。
（市川委員）
現時点ではどう転んでもいいような書き方しか出来ないのではないか。
（福田委員）
ここで決める問題ではない。
（松崎会長）
答申を出す時には結論が出ていて、時間的ずれによってこの審議会が至ら
なかったように思われるのではと言うご心配だが、総合計画の審議会で決
めることではない。

管財課
回答
済

（事務局）
現状としては、１２月２５日に方針を
市長が出した。その方針を達成するた
めにクリアすべきことがある。今のと
ころはこれが精一杯。

否 169
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29 計画名称 意見

（松崎会長）
「再生計画」で答申してよいか。

（全員）承認。 表紙等

第1２回審議会　（仮称）再生計画　名称について
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番号 委員名
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種別

ご　　　　意　　　　見
対応
区分

対　　　　応　　　　案

30 中森委員 質問

（中森委員）
地区別計画。参考資料の事例にある、３つの市をなぜ選んだのか。例えば、八尾は周囲が全部
まち。どういう点を参考にされるのか。

回答済

（事務局）
地区別計画の作り方に３つのパターンがあるということで、それぞれ
の先行事例を紹介したと言うこと。計画の中身について、八尾や名張
や雲仙のマネをするということではない。

31 谷村委員 質問

（谷村委員）
位置付け案。進行管理がどうなるのかということが一番の懸案。再生計画の中に入るのかどう
かということも、市としてどう考えているのか。
各地域のまちづくり計画を列記したものになるのか。そういったものをどうやって進行管理ど
うして行くのか。それはどこがするのか。住民自治協議会そのもののスタッフの問題もどのよ
うに考えているのか聞きたい。

回答済

（副市長）
参考資料１の案というのは、市としてこうしたいということより、全
国の事例を紹介したということ。支所機能の検討と併せて来年度前半
までかけて議論していきたい。

32 相川委員 質問

（相川委員）
進行管理は１案と２案とで同じなのか違うのか、想定を教えてほしい。

回答済

（事務局）
いずれにしても、進行管理は地域と行政とで進めると言う考え方なの
で、違いは無いと考えている。

33 山本委員 意見

（山本委員）
ここで想定されている地域は、ある程度独立した形で自分の考えを持った地域、と思う。ま
だ、住民自治協議会というものが確立していない段階では２案は出来ないのではないか。
まず第１段階では、再生計画のなかに地区別計画を位置付けるべきではないか。

回答

34 中森委員 意見

（中森委員）
基本は各支所単位。合併して年数も経っているので支所単位というのはどうか。
人口がどんどん経ているので、一つのまちとしての計画を作ってはどうか。
市街地ゾーン、農住ゾーン、森林ゾーンで３つに分けるとか。
一本で何故考えられないのかと思う。

回答

35 福田委員 質問

（福田委員）
事務局の説明に疑問。
１案は再生計画に地区別計画を入れるイメージ。進行管理は各支所がやり、自分達の出来るこ
とをやっていくということかなと思う。
２案は、再生計画の中身を見て、地域自らいい部分を参考にしながら策定するイメージ。その
場合支所は微妙な位置にある。中間的な立ち位置で、進行管理は本庁がすると感じるがどう
か。

回答

36 武田委員 質問

（武田委員）
旧市町村単位での意見集約というのは具体的にはどうするのか。

回答済

（事務局）
島ヶ原以外は連合会があるので、それぞれの計画をまとめる。

第１２回審議会意見・対応一覧　（地区別計画）
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番号 委員名
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種別

ご　　　　意　　　　見
対応
区分

対　　　　応　　　　案

38 坂本委員 意見

（坂本委員）
われわれが議論してきた総合計画の中では、市民が主体ということを基本にしてきた。そこを
外して、行政がみんなやるんだと言う話は、話が違ってしまう。地区別計画も、市民が主体と
いうところを基本にしないといけない。住民自治協議会にまだ力がないという話も有ったが、
できないからどうこうではなく、個々の住民自治協議会が主体でやるということを作り上げな
いといけないと思う。

参考

39 立田委員 意見

（立田委員）
今後も支所機能は残されていくのだろうと思うが、住民自治協議会の数も違うし地域差があ
る。これまでの地区別計画の問題点と書かれているが、支所の権限がどこまであるのか分から
ないし、総花的に書くのではなく、地区ごとにこれは出来ると言う風にもっていけば、それぞ
れ市民の声が上がっている中で、そこに予算をつけるなどしていってもらえたらと思う。

参考

40 谷村委員

（谷村委員）
支所との兼ね合いがあるのが事実だが、上野は大きな市街地の住民自治協議会と農村部の住民
自治協議会がある。中身がだいぶ異なる。それを上野地区とまとめて「地区別計画」というこ
とだが、それでいいのかという検討もしてもらいたい。
自治会同士は治外法権と言う発言があったが、住民自治協議会も同じ。それぞれで地域まちづ
くり計画を作って、上野でまとめると言うのは難しいと感じる。
（武田委員）
島ヶ原地区と同等程度に分けて作ってはどうか。
（松崎会長）
以前は「小さな本庁、大きな支所」と言っていたが、いつの間にか反対の方向になってきた。
本日はご意見として頂戴しておきたい。

回答

回答

（武田委員）
市民アンケートと住民自治協議会で意見が食い違うことがある。アンケートは満遍なく各年齢
から取っているが、住民自治協議会は高齢な方が多いためだと思う。住民自治協議会から意見
聴取する時は、広く意見を聞けるような工夫をしてほしいと言っておかないといけない。若い
世代にも、誰でも意見を言えるようにする。自治会費を払っていない人の意見も取らなければ
いけない等と言っておかないと高齢者中心の意見になる。
意見集約は中学校区単位にしてはどうか。

（中村委員）
旧伊賀町は３つの中学校単位。住民自治協議会の状況は旧上野市と郡部とで大きく違うのでは
ないか。現在どこがどんな活動をしているか等つかんでいただかないといけない。共通で行政
が絵を描いて１か２かと言われてもちょっと難しい。
分権型まちづくりということで、いがまちは上手く廻っていると思う。行政で各地区の現状を
把握してほしい。
単位は現状でいい。旧伊賀町は全体で約１万人、各地区約３千人程度でちょうどいい。
組織としては、行政職ではなく地域からの会長が運営するのがいいと思う。市と地域との関係
で言うと、もう少し突っ込んでレベルを上げていくべき。定年した方がほとんどだから、それ
ではまずいということで、女性部会を作ったりしているので、もっと若手を住民自治協議会に
引き込んでやろうということが必要。
住民自治協議会ももっと突っ込んで、女性や若い人も参加してやって、地区別計画をきっちり
としていけば、現場でやるのは地域住民なので、１か２かではなくもう少し広く意見が聞きた
い。

意見武田委員37
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