
伊賀市総合計画（再生計画）　　　各住民自治協議会答申・対応一覧

分野 ご意見 意見への対応 修正対応

全体

【成果指標】参加人数は、同じ人が何度も参加し延人数が多くなっているように思われる。
再生の視点では、行政が行うことは出来るとして、市民参加の部分は、もう少し掘り下げた
計画でないと難しいと思われる。多くの市民参加促進のため、市民への周知と拡がりの方策
を検討されたい。

多くの市民のみなさんが積極的に参加できるよう、「計画の推進、情報共有と市民参加」では、「市民への効果的な広報のあ
り方」、「市民への効果的な広聴のあり方」を主な事業として取り組むこととしています。

全体

数値目標は実体に即していない。無理に掲げているようなものも見受けられる。 各施策の事業を行った結果、どうなったかの目標や達成されるべき水準を設定した成果指標と、どんな活動を行なったか等
実施すべき活動量をあらわす活動指標を設定しています。これらの指標は3年間でめざすべきものとして設定しており、指標
の設定については、これまでの事務事業評価シートの実績等も踏まえ、設定しています。

全体

3年間で目指す重点目標を掲げているが、分野別計画ではこの重点目標に対する関連付けがな
い。

重点プロジェクトは、市長の任期中に特に力を入れて実施していくものを重点的に取り組むこととしています。分野別計画でも
関連政策の中で、それぞれの取り組みの実施について記載していますが、その中でも特に、医療・地域福祉或いは観光・農
林業で連携していくべき取り組みについて、重点施策として、各主体の役割等を明示しながら取り組むこととしています。

全体

成果・活動の目標値に、相談件数や会議の開催件数などが多く、目標として不明確である。
たとえば、障がい者の就労促進であれば、新規就労者数を目標値とすべきと考える。

体制づくりの施策の成果として、参加人数等を指標として設定している施策もございます。また活動指標として相談件数・会
議等の回数の増加させることが、結果として、市民の皆さんの意識の向上や、成果としての件数増加につながるものと考えま
す。

全体

活動指標及び成果指標の記入については、対象者の変化が分かることが当たり前です。しか
し、計画書においては、出前講座開催数、集落座談会・集落説明会等の開催数が記載されて
います。事業の取り組み前と後の変化が分からなければ指標として意味がありません。

体制づくりの施策の成果として、参加人数等を指標として設定している施策もございます。また活動指標として相談件数・会
議等の回数の増加させることが、結果として、市民の皆さんの意識の向上や、成果としての件数増加につながるものと考えま
す。

全体

成果指標や活動指標は客観的なデータやシミュレーションに基づいて決定されたと推察する
が、具体的な提示がないため、その数値の妥当性が判断できない。3年間で簡単に達成可能な
目標か、全く達成が不可能な単なる努力目標かの判断ができない。

各施策の事業を行った結果、どうなったかの目標や達成されるべき水準を設定した成果指標と、どんな活動を行なったか等
実施すべき活動量をあらわす活動指標を設定しています。これらの指標は3年間でめざすべきものとして設定しており、各施
策のマネジメントをするうえで、重要な指標になるものです。計画の進行管理を含め、目標達成に向けてしっかりと取り組んで
いきたいと考えています。なお、各指標の設定に際しては、これまでの事務事業評価シートの指標等も参考にしながら設定し
ています（市ホームページで公開）。

全体

ＰＤＣＡサイクルの構築を謳うのであれば、個々の指標においてマイルストーンを明確に
し、第３者機関による確実なフォローを実施することを前文でもよいので明示してほしい。

伊賀市政再生のための指針として「市民目線・市民感覚で市政を評価・検証できるしくみをつくります。」とし、計画の推進「7-
2-3　行政の自立的な運営」で、「社会経済環境の変化による厳しい財政状況が続くことを踏まえ、評価と改善を中心としたマ
ネジメントサイクルによる行政運営を行うこととしています。

全体

総合計画の政策・施策・事務事業からなる政策体系を対象に、その成果や実績などを、事
前、中間（進捗状況）、事後（対象者の変化など）において、有効性、効率性などの観点か
ら評価するため、行政評価制度を本格導入してください。

伊賀市では自治基本条例第56条に基づき、行政活動の基礎的単位となる「事務事業評価」への取組みを平成18年度から開
始し、その上位レベルである「基本施策評価」については、平成22年度から導入しています。計画の推進「7-2-3　行政の自
立的な運営」で行政総合マネジメントシステムにより、現在実施している事務事業の事前評価と事後評価に、年度の中間に
実施する「中間評価」を加え、取組の進捗や社会状況の変化等を反映することとしています。

全体

各事業の実施計画書、中間報告書、事業（成果）報告書の配布及び説明会の開催を実行して
ください。

各事業における実施計画書、中間報告書、事務事業評価シート（成果・評価）については、現在伊賀市のホームページで公
開しています。なお広聴広報についは、計画の推進「7-1-２　情報共有と市民参加」で「情報化と広報機能の充実」と「市民参
加の促進と広聴機能の充実」について記載しています。

全体

再生計画に具体策が盛り込まれていない。 重点プロジェクトについては、現在3年間に実行する取り組みとして、各年度に取り組むべく内容を追記させていただきまし
た。分野別計画については、それぞれの施策の方向性や３年間で取り組む主な事業について記載しています。

全体

具体的な指標の妥当性が不明。この指標の達成をフォローすれば、目的とする事業が達成で
きるか？

各施策の事業を行った結果、どうなったかの目標や達成されるべき水準を設定した成果指標と、どんな活動を行なったか等
実施すべき活動量をあらわす活動指標を設定しています。これらの指標は3年間でめざすべきものとして設定しており、各施
策のマネジメントをするうえで、重要な指標になるものです。計画の進行管理を含め、目標達成に向けてしっかりと取り組んで
いきたいと考えています。

全体

計画にあげられた施策・事業全てが長期的にしても実施・実現すれば、安全・安心なまちづ
くり、活力あるまちづくり、人・地域が活発なまちづくりが可能ななると考えます。しか
し、人口減少、少子高齢化が加速し、歯止めのきかない現状、また厳しい財政状況の局面の
なかで、夢物語のような、この計画を市民が本気になって考え、理解してもらえるでしょう
か。このような現状の中、この計画が立案されたこと、深く理解するところであります。再
生計画での第一次再生計画（3年間）の重点プロジェクトについては、絵に描いた餅で終わら
ないように、市長の任期中の3年間で是非、実施・実現してもらいたいものです。そこで、重
点プロジェクトのみの所見を述べたいと思います。3年間に実行する取組内容について、もう
少し具体的に例をあげて示されれば、市民も分かりやすいのではないかと思います。

重点プロジェクトについては、現在3年間に実行する取り組みとして、各年度に取り組むべく内容を追記させていただきまし
た。

資料：２ 
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全体

各事業の概略でもよいので、予算配分（平成25年度と今後での）の記載がほしい。実施にあ
たっての優先度がはあくできるので。

第2次伊賀市総合計画の本編では、予算配分についての記載はしておりません。しかし事業実施または評価するにあたって
は、各事業について、評価シートを作成し、今後の事業計画額を含めたシートの中で、マネジメントしていく予定です。

全体

【特定言葉】やたらと横文字が多い。言葉を覚えるのに時間がかかり、一般市民に浸透する
か疑問である。

言葉の意味が難しい単語等については、脚注にて対応いたしたいと考えております。再度確認する中で、脚注が必要な言葉
がないかどうかの確認いたします。

全体

計画書の事業の遂行には、市職員の行政のプロ意識と責任の自覚、勇気と覚悟を持って実行
してください。
（市の管理職員の某職員に「３つの基本政策」について聞きましたが、タッチしていないの
で分からないとの返事をいただきました。）

今回策定する総合計画の事業遂行に関して、市民のみなさんとともに、市職員も責任の自覚、勇気と覚悟を持って事業に取
り組みます。

全体

市役所職員の勇気と覚悟と自信の気持ちが伝わるような記述にしてください。 今回の総合計画については、市民の皆様や自治組織、市民活動団体、企業、行政などあらゆる主体が取り組むことを目指
し、策定しているものです。したがってあらゆる主体が、それぞれの立場で、勇気と覚悟と持ったまちづくりに取り組んでいうこ
とが重要であると考えます。そうした中、市職員はもちろんこうした意識を持って、市民のみなさんとまちづくりに取り組んでい
きたいと考えます。

全体

伊賀市総合計画における（仮称）再生計画（案）の作成に関し、そろぞれの行政担当者がこ
の短期間に日常業務をこなしながら、沢山の資料を作られたことに対し、住民自治協議会及
び一住民として敬意を表したい。

－

全体

責任者のビジョンをはっきりさせる。 地域で行えることは、その地域を知るみなさん自らが行っていくという考え方は、地域に即したまちづくりを行っていくうえで、
非常に重要なことであると考えます。地域で行えない部分は市や他の主体が協働して行なうこととなり、その過程で、それぞ
れの主体が責任を持って、その所在を明確にしながら行動することが、より良いまちづくりにつながると考えます。また市長や
行政職員が積極的にまちづくりを担っていくことは当然のことでありますが、今回の総合計画については、伊賀市民みんなで
取り組んでいくことを目指し、策定しているものです。したがって市長・行政職員の自覚とリーダーシップだけでなく、あらゆる
主体が、それぞれの立場で、自覚とリーダーシップを発揮していただくことが、重要であると考えます。

全体

計画書が絵に描いた餅の書にならないようにしてください。 今回策定する総合計画の事業遂行に関して、市民のみなさんとともに、市職員も責任の自覚、勇気と覚悟を持って事業に取
り組み、その進捗を管理するため、「計画の推進」に「進行管理のしくみ」を設け、再生計画の実行性を担保いたします。

全体

こんな分厚い分かりにくい資料の配布、説明をされても市民は分からない。市民サービスを
充実させるなら、もっと分かりやすい方法で、市民に問うべきだ。
（例）A3サイズに『10年後の伊賀市はこうなる』と、漫画風に表し全戸配布させる。

第2次総合計画の内容について、市民の皆様にご理解いただけるよう、計画書本冊に加え、わかりやすい概要版を別途作成
し、配付いたします。

全体

【タイトル】「再生計画」とあるが、伊賀市における過去の行政運営について再生しなけれ
ばならない点、また問題点はあったのか、検証して整理されているのか疑問に思います。
「伊賀市再生計画」のタイトルは適正でないと考えます。今後の伊賀市の発展を考慮したタ
イトルに改めたい。

「再生」とはこれまでの取り組みを否定するものではなく、これまでの取り組みを見直し、効率的・効果的な行政運営を行なう
とともに、市民の期待に応えるため、よりスピード感を持って事業に取り組んでいこうとするものです。

伊賀市政再生のための
指針

【伊賀市政再生のための指針】「市民、自治組織、市民活動団体、企業、行政」とあるが、
行政が一番先頭に書かれていなければならない。計画自体が市民を前面に押し出している
が、ここは伊賀市が先頭に立って牽引する部分である。

これまでも市民が主役となり地域が主体となった分権型のまちづくりを補完性の原則に基づいて進めてまいりました。『ひとが
輝く　地域が輝く』伊賀市を実現するため、今後も市が先頭に立ち牽引する事業ももちろんございますが、地域で行えること
は、その地域を知るみなさん自らが行っていくという考え方は、地域に即したまちづくりを行っていくうえで、非常に重要なこと
であると考えます。地域で行えない部分は市や他の主体が協働して行なうこととなり、その過程で、それぞれの主体が責任を
持って、その所在を明確にしながら行動することが、より良いまちづくりにつながると考えます。

伊賀市政再生のための
指針

【伊賀市政再生のための指針】「再生」部分では市民の意識改革と行政のスピード感が重
要。

ご意見の通りスピード感を持った行政運営が重要であると考えます。「再生」とはこれまでの取り組みを否定するものではな
く、これまでの取り組みを見直し、効率的・効果的な行政運営を行なうとともに、市民の期待に応えるため、よりスピード感を
持って事業に取り組んでいこうとするものです。

伊賀市政再生のための
指針

【市民目線・市民感覚による市政】「また、市民目線・市民感覚で市政を評価・検証できる
しくみをつくります。」を「また、市民目線・市民感覚で行政を評価・検証できる「行政評
価制度」を本格導入します。」に変更してください。

伊賀市政再生のための指針として「市民目線・市民感覚で市政を評価・検証できるしくみをつくります。」とおり、計画の推進
「7-2-3　行政の自立的な運営」で、「社会経済環境の変化による厳しい財政状況が続くことを踏まえ、評価と改善を中心とし
たマネジメントサイクルによる行政運営を行うこととしています。

伊賀市政再生のための
指針

【ムダのない財政】ムダのない財政運営だが、行政が考えるムダと市民のムダにずれを感じ
る。

市民の皆様との情報共有を進めるとともに、ニーズの把握に努めます。

医療・福祉連携プロ
ジェクト

【3年間で目指す成果】病気にかからない予防医療システムの構築。 保健・医療・福祉の専門職が連携した体制を構築するため保健分野として「自分の健康は自分でつくる」一次予防を推進に重
点おいたあらゆる世代に対応した事業を実施し、また、あらゆる媒体を通じて健康に関する情報提供を行います（健康推進
課）。
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医療・福祉連携プロ
ジェクト

【各主体の役割】住民自治協議会に市の支援のもとに「地域ケアネットワーク会議」を設置
とあるが、市の支援緒は何か、また具体的にどのような組織を作って活動していくかのか知
りたいものです。

市としては、市民活動推進課の地域担当者による支援を行うとともに、地域福祉の推進母体である社会福祉協議会のエリア
担当者による地域支援の体制をとっています。
なお、「地域ケアネットワーク会議」は、各住民自治協議会におけるニーズ把握や地域課題などの情報を共有し、地域福祉課
題解決に向けた検討を行う場として市全体への設置をすすめていきたいと考えています。

医療・福祉連携プロ
ジェクト

【医療・地域福祉連携プロジェクト　各主体の役割】8ページの地域ケアシステムづくりで、
住民自治協議会との連携協力体制の構築がしっかり書かれているのに対して、11ページの地
域包括ケアシステムの姿の中では、あまりにも住民自治協議会の位置づけがお粗末。

各住民自治協議会の活動の重要性については、充分に認識をしています。
１１ページでは、自助･互助・共助のしくみづくりも踏まえた上で、伊賀市版の「地域包括ケアシステム」のイメージ図を描くため
の取り組みを示すこととしています。
なお、自治活動の重要性については、個別計画の中で具体的に示していますのでご理解ください。

医療・福祉連携プロ
ジェクト

【救急医療体制の確立】市民の最も優先して欲しい課題であり、早急に対策を確立していた
だき、安心して伊賀市で住める様にして欲しい。

二次救急医療を担う医療機関相互の連携を密にし、定期的に会議を実施しながら、夜間・休日における二次救急実施病院に
より、受入られた割合を増加させていきたいと考えております。

医療・福祉連携プロ
ジェクト

【3年間に実行する取り組み　救急医療体制の確立】事業の啓発に努めます。⇒　事業に取り
組みます。

既に、平成２２年７月から実施させていただいている事業でありますので、引き続き事業の啓発に努めていきたいと考えてお
ります。

医療・福祉連携プロ
ジェクト

【上野総合市民病院の機能強化】がんセンター設置は良いが、化学療法、栄養サポートをす
るだけのセンターでは意味がない。高度医療が受けられる機能が完成しなければ、がんセン
ター化しても仕方がない。

がん患者は、高齢化の影響もあり増加し、また、伊賀地区のがんが発見される患者年齢は全国平均より大幅に高くなってお
り、言い換えれば発見が遅くなっている現状があります。このような状況下、当院は、平成２５年３月に「三重県がん連携推進
病院」の指定を受けました。指定病院として、集学的治療や標準的治療、化学療法、緩和ケアの提供をするとともに、病病連
携や病診連携などの体制を整え、市外の遠い病院へ行かなくても地元でがん診療が受けることができる病院づくりをしていま
す。

医療・福祉連携プロ
ジェクト

【医師の確保】医師の確保については、長年努力していただいているが、一地方都市だけの
問題でもないと思う。

現状では各病院での取り組み強化が最も効果があると判断し、上野総合市民病院では、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って確保に全力を注いでいます。また、研修医の確保に向けて体制つくりを進める
などさまざまな手法で医師確保に取り組んでいます。

医療・福祉連携プロ
ジェクト

【上野総合市民病院の機能強化】関連施策：検診センターの運用強化並びに予防医療の充実
と予防。

健診結果で異常が見られた場合、その日のうちに市民病院で二次検査が受けられるよう、しくみづくりを策定しています。ま
た、胃カメラ検査で異常が見られたら、その場で粘膜組織の採取も可能としています。

医療・福祉連携プロ
ジェクト

【上野市民病院の機能強化】全ての診療科目を網羅するのではなく、人口減少、高齢化、寒
冷地などの地域特性から、費用対効果を考えると、がん総合診療は周辺都市病院に委ね、心
疾患、循環器系疾患に係る外科を中心とした二次救急医療に特化（最優先化）するのがよ
い。

現計画を変更しない方針です。：【理由】伊賀地域の二次救急は、医師、看護師不足により、岡波総合病院、名張市立病院、
当院での３輪番による協力体制のもと実施しており、以前のような救急の空白日を発生することなく運営を行っています。一
方、がん患者については、高齢化の影響もあり増加しています。伊賀地区のがんが発見される患者年齢は全国平均より大幅
に高くなっており、言い換えれば発見が遅くなっている現状があります。このような状況下、当院は、平成２５年３月に「三重県
がん連携推進病院」の指定を受け、がん診療や緩和ケア等の診療を提供していきます。救急医療については、専門医の採
用に全力をあげ体制の充実に取り組んでおり、また循環器診療についても、滋賀医科大学と連携を取り強化に力を注いでｉま
す。今後も、医師、看護師確保に全力をあげ、診療体制の強化に取り組んでいきます。

医療・福祉連携プロ
ジェクト

【診療制度の充実】特にがん総合診療の充実に関して、今後の取り組みの重点施策と致しま
すとあります。ペットを備えた市民病院があるにもかかわらず、がんで入院する人が、50％
を超えるのが現実のため、新予算で市民病院に69床の「がん療養病棟」を整備する改修費を
予算化したとのことでスピードあるがん総合診療の充実に取り組みことが、新聞等で明記さ
れていて安心致しました。全ての施策をスピーディに願いたい。

取り組みを強化していきます。

医療・福祉連携プロ
ジェクト

【診療体制の充実】診療体制の充実は、医師確保・医療機器の購入等経費面との関わりもあ
ると思うので、実施にあたっては十分検討していただきたい。

具体的な計画を立てて取り組んでいきます。医師確保には全力をあげて、また、医療器械及び器具については節約の視点を
常に持ち、最大の効果があるように検討していきます。で医師確保に取り組んでいます。

医療・福祉連携プロ
ジェクト

【診療体制の充実】市健診センターの利用の充実と医療機関との連携に取り組んで欲しいと
思います。

健診センターでは、市内外の医療機関からＰＥＴ－ＣＴ検査の依頼を受けています。また各種健診において、異常が見られた
場合は、医療機関で二次検査を受けるよう、受診を勧めています。

医療・福祉連携プロ
ジェクト

【地域医療の充実（将来の医療体制に係る検討）】将来の社会情勢の変化（２０２５年問
題）を踏まえた医療体制について検討するとあるが、「国民健康保険運営協議会（直営診療
所あり方専門部会）」では廃止の方向で検討を進められている。少子高齢化が進む中、地域
においては無くてはならない診療所であることから診療所を存続して、充実させる視点に
立っての検討が必要。

直営診療所あり方専門部会で当初は廃止の方向も出されましたが現段階では廃止の方向での検討はありません。議会等で
も説明済みです。国民健康保険直営診療所は、地域住民の健康保持増進に必要な施設です、伊賀市の医療体制の充実
は、地域医療が重要な役割を担っていますので、現状を維持します。

医療・福祉連携プロ
ジェクト

【医療機関における地域連携の促進】過疎高齢化の進む周辺地域のかかりつけ医や在宅療養
の中核を担うのは「診療所」であり、無医地域の診療所存続を明記されたい。

国民健康保険直営診療所は、地域住民の健康保持増進に必要な施設です、伊賀市の医療体制の充実は、地域医療が重要
な役割を担っていますので、現状を維持します。

医療・福祉連携プロ
ジェクト

【2025年問題の医療、福祉】医師の確保、医療体制の充実にあわせて、病気にかからない予
防を強力にすすめなければならない。多くの住民が予防対策に取り組むよう啓発に努めるこ
とが必要である。

病気にかからないための予防啓発を推進するため、地域において専門職による出前講座を積極的に行います（健康推進
課）。
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医療・福祉連携プロ
ジェクト

【地域包括ケアシステム】民間ボランティアやＮＰＯ団体が個々に種々の福祉活動を展開し
ているが、社協の事業も含め重複しているものが多くある。これらの組織も含む一元化整理
と共に、自治協の位置付けや役割を明確にされたい。

ボランティアやNPO団体と社会福祉協議会の関係は、地域で活動するボランティアやNPO団体が、それぞれの地域で活動す
る中で、セーフティネット機能を持つ社会福祉協議会が、ボランティアやNPO団体が活動していない部分をサポートするのが
本来の役割と位置づけられることから、場合によっては重複していると見える場合があると考える。
今後も、社会福祉協議会において、各種団体の動きを把握する中で、社協の役割を果たしていただけるよう指導していきた
い。

医療・福祉連携プロ
ジェクト

【医療・地域福祉連携プロジェクト】分野別計画の21ページに健康づくり対策に社会全体と
して取り組んでいくうえで、今後、行政と企業や医師会、歯科医師会との連携や協働が必要
とあるのを、重点プロジェクトの中で示し、なるべく医療にかからなくも良い健康づくり
（保険料の軽減にもつながる）を早急に目指す必要があると思います。

重点プロジェクトは、市民意識調査で８０％以上の人が、「医療の再生」を重点的に取り組むべきと回答したことを踏まえ、二
次救急医療を中心とした安全・安心な医療の提供と、地域で支える体制づくりに特化して記述しております。ただし、ご指摘の
「なるべく医療にかからなくても良い健康づくり」についても、重要な課題であり、予防の観点から分野別計画の中でしっかりと
取り組んでまいりますので、ご理解いただきますようお願いします。

医療・福祉連携プロ
ジェクト

【地域包括ケアシステム】厚生省からの受け売りではなく、伊賀市としての特徴あるケアシ
ステムの姿はあるのか？　伊賀市の第2次地域福祉計画との整合性は？

「地域包括ケアシステム」は、それぞれの地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくものであり、
現在、第２次伊賀市地域福祉計画に基づく施策展開を行いながら、平成２８年には、伊賀市がめざす「地域包括ケアシステ
ム」の姿を示していきたいと考えています。

観光・農林業連携プロ
ジェクト

【観光・農林業連携プロジェクト　3年間でめざす成果】
●「人・農地プラン」の作成・管理を進めますについて
農業集落の実態を把握することが必要です。平成5年に農業経営基盤強化法が制定されてか
ら、20年が経過した。この間、集落営農の取り組みや認定農業者の確保等の取り組みの課題
に対して、農家指導関係機関は「やる気と覚悟」を持って指導・支援をしてこなかった。今
さら、本気でやる気があるとは思わない。人・農地プランを推進するには、集落ごとの営農
状況を把握した「集落営農カード」を作成し、関係機関がその情報の共有化を基に集落ごと
に指導・支援方針を立て、集落に出向き「農家とともに膝を交えた」指導することが必要で
す。伊賀市農業再生協議会の関係機関が連携体制を組んで、集落のリーダーを確保し、集落
に積極的に出向き支援することが必要です。

　再生計画のなかでは記載しないものとさせていただきますが、ご意見として聞かせていただき、今後の推進体制の構築に
あたり、参考とさせていただきます。 （農林振興課）

観光・農林業連携プロ
ジェクト

【観光・農林業連携プロジェクト】国の進めている「農地中間管理機構」を伊賀市として、
どのように取り組んでいくのか知りたいものです。

農地中間管理機構については、国、県で進められている制度ですので、伊賀市としてどのように取り組んでいくかは記載でき
ません。

観光・農林業連携プロ
ジェクト

【観光のまちの再生】泊りがけで伊賀に来るものが少ないなか、一泊観光のルートを計画
し、旅館、お店、観光施設と連携して誘客する必要がある。廃線がささやかれているユニー
クな伊賀鉄道も目玉になる。他市では、電車、B級グルメなどPRした成功事例が多くある。他
市を研究することも重要である。伊賀市にはポテンシャルがあると思う。市街地を散策して
もらうためにも、トイレ、休憩所（喫煙所）、食堂の整備も欠かせない。

宿泊型観光の増加を目指すため、城下町だけでなく、農村部も含めた伊賀市全体で観光客を受け入れる「受け皿事業主体」
を発掘育成する必要があります。そのために着地型観光の実施を通じて、「受け皿事業主体」の育成目標数を１００と設定し
ています。それら受け皿事業主体は飲食業や伊賀鉄道も含められています。そうした「受け皿事業主体」の実施する観光メ
ニューをネットワークすることで「宿泊型観光」の増加を目指します。

観光・農林業連携プロ
ジェクト

【観光・農林業連携プロジェクト　伊賀市の再生の中での位置づけと課題】伊賀市の農業経
営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に記述されている農業経営基盤の強化の促進に関
する基本的な方向の内容が書かれていません。

　ご意見のとおり農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向は農業にとっては重要な事柄ですがここでは重点施策
として観光と農林業の連携について記述していますのでご理解いただきたい。

観光・農林業連携プロ
ジェクト

【「農地中間管理機構」の整備】「農地中間管理機構」の整備があるなら、「森林・林業再
生プロジェクト」も。

農地中間管理機構については、国、県で進められている制度で、その現状を記載しているものであるため、森林・林業の項
目のなかでは、そういった動きは無いため、現時点では記載はできないものと考えます。
（そもそも「森林・林業再生プロジェクト」とは何か不明・・・）

観光・農林業連携プロ
ジェクト

【域内消費】「地域内消費」の方が分かりやすいのではないか。 ご指摘のとおり修正します。
【反映】

観光・農林業連携プロ
ジェクト

【観光・農林業連携プロジェクト　3年間でめざす成果】
●農林業における多様な担い手の育成・確保に努め、地産池消を推進しますについて
目標を達成するには、当然、専門の知識・技術を持つ職員が必要だと思います。市は、計画
を実行するための人材育成（職員研修制度）をどのように取り組まれているかを市民にわか
るようにすることが必要です。

今後の取り組みの参考とさせていただきます。

観光・農林業連携プロ
ジェクト

【観光・農林業連携プロジェクト　各主体の役割】市長自らのトップセールスマンは効果が
あることが当然ですが、記載のとおり市民一人ひとりの口コミが一番重要であり、効果があ
ると考えますので、この意識が市民に浸透するようなPRを徹底していただきたい。

市民一人ひとりの口コミが一番重要なのは、ご指摘のとおりですので、ギフト用パンフレットの活用を通じて、意識が市民に浸
透するようなPRを徹底したいと考えています。

ご意見を踏まえ、今後の施策の推進や検討を行っていきたいと考えます。

観光・農林業連携プロ
ジェクト

【着地型観光の推進】耳触りのよい言葉が躍っているだけで、トップセールスや情報発信は
理解できるが３年間の取組み内容の記述の中で、肝心な事業展開に向けた具体的な施策がな
い。

着地型観光の推進については、本年２月に実行委員会を設立し、本年秋季（１０～１１月）に開催すべく準備をしています。
事業実施の各論の詳細部分は、実行委員会で協議して着実に進めていきます。
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観光・農林業連携プロ
ジェクト

【農林業の位置づけについて】「農林業の現状をみるに、活性化や地域ブランド力の強化を
図ることが必要です。」と言われますが、かけ声ばかり、計画ばかりで強化を図るどころ
か、衰退の一途を走り続けているのが現状です。「人・農地プラン」で回復するようには思
われない。伊賀市としての地についた着実なプランが出てこない限り、農林業も放棄の一途
をたどらざるを得ない。

　市の農林振興は、市独自で行うものではなく、農業関係機関･団体と連携をしながら農業者の主体的な活動を積極的に支
援していくものと考えます。農業者が地域農業を自らの課題としてとらえ、自身で考え、実践していくことが重要であり、地域
住民が地域の課題として考えることが必要であると考えます。
　このことから、人・農地プランにあたっては、関係者が集い、まず地域内で話し合っていただくことが重要と考え、推進してい
ます。

観光・農林業連携プロ
ジェクト

米、野菜、果樹などの栽培技術の確立を図るとともに、安全・安心な農林産物などを加工・
販売や観光資源として活用する取り組みを支援し、地域産業の「６次産業化・農商工連携」
を推進します。について
米ではありません。水稲です。
栽培技術は確立されています。なぜ、これから確立されるのですか。
推進される専門知識と技術を持った職員の所在職場を記述してください。

ご意見を踏まえ「米」を「水稲」に「確立」を「普及」に変更します。市では技術専門職員の配置はしておりません。

【反映】

観光・農林業連携プロ
ジェクト

【菜の花プロジェクト】青蓮寺パイロット事業地等の大規模な荒廃地を考えると、内容の記
載が空虚である。

ご指摘のとおり、国営青連寺地区の営農の取り組みについては、耕作放棄地等の課題があります。耕作放棄地の一つの解
消策として菜の花を活用した取り組みを検討しておりますので、個別事業のなかで推進していきたいと考えます。

観光・農林業連携プロ
ジェクト

【菜の花プロジェクトの推進】現況、地域の特産品としてのPRと販売努力が見えない。市の
姿勢を一層示していかねばならない。

　昨年、伊賀の食材、特に伊賀米、伊賀牛、菜種油をＰＲするイベントを東京都の浅草で行いました。また、伊賀市菜の花プ
ロジェクト推進協議会では、市内でのイベントに積極的に参加して菜の花プロジェクトのＰＲや菜種油の販売を進めているとこ
ろです。今後も一層地域の特産品としてＰＲしていきます。

観光・農林業連携プロ
ジェクト

【菜の花プロジェクトの推進】実現可能性に乏しい。 　平成１９年度から進めている菜の花プロジェクトについて、菜種の栽培面積の推移としては、平成１９年度の１０．２ヘクター
ルから平成２５年度には、５７．３ヘクタールにまで増加しています。また、遊休農地などを活用し、菜種を栽培する取り組み
や、集落の協働活動で取り組んでいるところが徐々に増えつつあり、地域コミュニティの活性化に活用されています。今後も
菜の花プロジェクトを推進し遊休地の解消と特産物の開発に努力していきます。

観光・農林業連携プロ
ジェクト

【人・農地プランの推進】今後の農業を考えた時、必要なこととは思えます。それ以前に
しっかりした営農組合のような組織づくりをしなければ無理。

市としては、人・農地プランを推進するとともに、集落営農の推進についても、重要な施策の一つであると考え、分野別計画
の「人と人とがつながる元気な農林業のまちづくり」の基本施策のなかで、その推進について、記載しています。

観光・農林業連携プロ
ジェクト

人・農地プランの推進
多様な担い手の育成・確保
地域農業を支える多様な・・・について
伊賀市農業再生協議会の農業指導機関が総力を挙げての記述に変更してください。
農業経営基盤強化促進法が平成５年に施行されてから２０年が経過した。この間までにでき
なかった「担い手の育成・確保」の取り組みができるのでしょうか。このままでは、耕作条
件不利地（中山間）の農業は崩壊してしまうように思います。

市が中心となり農業協同組合、農業委員会などの各団体と協力しプランの作成を各地域が地域で話し合いを持っていただく
中で進めていただくようお願いしています。各地域が危機感を持って話し合っていただくよう進めていきますのでご理解お願
いします。

観光・農林業連携プロ
ジェクト

【人・農地プランの推進】本プランは施策メニューに魅力がなく、既存営農団体も積極的な
取り組みを示さない。そもそもこの程度の制度・内容で各地域での取り組みを促進すること
に無理がある。
国・県が主導する中での市のスタンスが不明で、市の中核施策となりえるのか。
従来のＪＡ、兼業農家温存の農政から完全に脱皮し、行政側の農政のプロ育成と若年農業専
従事者の育成を図り、研究会の立ち上げ、魅力あるプランづくり、支援制度の充実等を行な
うこと。
今後の農政に臨むことは、ＴＰＰにおける農業分野での交渉の行方などから判断し、各種交
付金制度は個人農家から農事法人又は企業にシフトすることで、零細農家の離農を促進する
と共に大規模企業化された農業組織を育成すること。また、自給率向上には水稲に特化した
従来農政から大胆な転換を図ること。

人・農地プランについては、国（農林水産省）の制度であり、今後プラン策定を要件とした支援メニューも拡充されると聞いて
いるため、国の動向を踏まえ、個別事業のなかで検討していきます。
市としては、このような背景のなかで、現時点では、主要施策のひとつとして考えていますが、国の動向を注視し、各施策を
進めて行きたいと考えます。

観光・農林業連携プロ
ジェクト

【農林業分野】国の施策ばかりで伊賀市独自の構想は見えない。 　農林業の分野においては、市単独で実施するには、膨大な事業費が必要となるものが多くあることから、国の施策をうまく
活用し、事業を進めていきたいと考えます。

観光・農林業連携プロ
ジェクト

人・農地プラン達成のため、伊賀市の実情に合った施策と関係者への説明をもっと周知すべ
きである。

ご意見を踏まえ、周知を行っていきたいと考えます。

観光・農林業連携プロ
ジェクト

【農業の多様な担い手の育成・確保】市において、農家の空家情報をデータ化し、都市部の
農業就業希望者等に提供し必要な指導・援助を行なう担当部署を設置して取り組むべきと考
える。

今後の取り組みの参考とさせていただきます。

観光・農林業連携プロ
ジェクト

【持続可能な農業の推進】若年就農者の促進と支援が必要。 　ご意見のとおり、農業においては、高齢化が顕著であることから、大きな課題の一つと認識しています。但し、具体的な施策
及び方向性については、現時点では、検討段階であり、再生計画に記載することは控えさせていただきます。

観光・農林業連携プロ
ジェクト

【関連施策　多様な担い手の育成・確保の内容　地域農業を支える】「地域農林業を支え
る」としていただきたい。

ここでは重点施策として実施する人と農地の問題を解決する施策について記述していますので「地域農業を支える」とさせて
いただきます。
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観光・農林業連携プロ
ジェクト

【取組内容④　持続可能な農業の推進】関連政策に農林業のまちづくりとありますから、
「持続可能な農林業の推進」としていただきたい。

関連施策にはありますがここでは重点施策として実施する人と農地の問題を解決する施策について記述していますので「持
続可能な農業の推進」とさせていただきます。

観光・農林業連携プロ
ジェクト

【森林の公益的機能の回復】森林資源を有効に活用するため、林道等の整備による保全管理
活動の機動力の強化を図る。

ご意見を踏まえ、今後の検討課題の一つとさせていただきます。

観光・農林業連携プロ
ジェクト

【関連施策　森林環境整備の内容　一部挿入】「また」の後に「施行方法を明示し」を挿
入。

地域にあった手法を地域で考えていただくことが大切だと考えますので「施行方法を明示し」は挿入しませんのでご理解くださ
い。

観光・農林業連携プロ
ジェクト

【関連施策　林業の活性化の内容　一部挿入】内容のはじめに「伊賀材のブランド化を進
め」を挿入。

現状では「伊賀材のブランド化」については現実的とは考えられませんので挿入はしないこととさせていただきます。

観光・農林業連携プロ
ジェクト

【林業の活性化（木質バイオマス利用）】現在森林組合の進めている間伐材買い取り制度で
はバイオマス利用は不可。
森林税活用などで価格を7~8,000円/㎥程度に引き上げるような画期的な林業支援策が打ち出
せないと絵にかいた餅となる。

森林税については、間伐事業など個人の利益を造成する造林事業には充当できないことが示されています。
このような中で、森林税の使途については、市の検討課題のひとつであることから、今後有効に活用できるよう検討を進め事
業を実施します。

観光・農林業連携プロ
ジェクト

【関連施策の追加】新たに「森林・林業再生プランの推進」を追加し、内容に「競争力のあ
る伊賀林業を確立（創造）するために森林経営計画の作成を支援します」を追加。

重点プロジェクトのなかで、「観光・農林業連携プロジェクト」を掲げているため、このなかに含まれるものとご理解いただきた
い。

観光・農林業連携プロ
ジェクト

【県内はもとより県境を越えて取り組む必要があります】頻繁に出没するサル（甲賀B群）の
被害で頭を痛めています。甲賀市においては、獣害対策特別対策室を設置し、サルの行動を
リアルタイムに把握し、地域住民に情報を提供し、サル追い払い隊が待ち構えるなど、行政
と市民が一体となった取り組みを展開されています。しかし我が伊賀市の職員は、地域のこ
とは地域でしなさいと言って、市民と一緒になった取り組みをしません。この甲賀B群のサル
の被害を軽減するため、伊賀市と甲賀市が連携した取り組みが必要です。

観光・農林業連携プロ
ジェクト

【森林環境整備】竹林の手入れをする地域ぐるみの活動を支援するとあるが、伊賀市で竹破
砕機を購入し、地域に貸し出しをすれば、地域が竹林の整備及び竹肥料の製造等に地域ぐる
みで取り組み活動できると思います。是非竹破砕機の購入をお願いします。

ご意見を踏まえ、今後の検討課題の一つとさせていただきます。

観光・農林業連携プロ
ジェクト

【農林業分野】鳥獣害防止対策は最も重要な課題であり、重点課題に掲げるべき。 鳥獣害防止対策については、分野別計画において取組みを推進して行きたいと考えております。

健康福祉

【市民主体の健康づくり活動を支援する体制づくり】健康の駅長の活動を重要視している
が、現在の1地区3万円の活動費では活動に無理がありすぎる。介護予防の本気度が伺えな
い。

健康の駅長の活動は、地域住民全ての健康づくりを担っていただいています。地域での介護予防事業については、Ｐ35の
「1-2-4　医療・介護サービスが一体的に提供できる体制づくり」で介護予防事業の文言を膨らませたほうがよいと思います。
健康の駅長の活動費については、今後活動費については、助成制度の在り方を含め見直しを行っていきます。

健康福祉

【疾病の早期発見・早期治療につながる体制づくり　施策の方向】予防医療の充実を図る。 予防医療は「医療行為」であるため、むしろ「１．市民主体の健康づくり活動を支援する体制づくり」で医師会等の連携で講演
会等を開催することになると考えます。したがいまして、こちらの部分で文言を修正します。
⇒丸柱地域まちづくり協議会のご意見で回答したとおり。

健康福祉

【5.感染症に関する情報提供と体制づくり】新型インフルエンザのみならず、年間通しての
ノロウィルス対策に関しての取り組みの体制の整備項目が必要では。

ノロウイルスのみならず、あらゆる感染症に対する市民への迅速な情報提供が必要であると考えます。文言を修正します。

【反映】

健康福祉
【成果指標　インフルエンザ患者届出数】もっと分かりやすい表現で。 「インフルエンザ患者と診断された人数」に修正します。

【反映】

健康福祉
【地域医療の充実】がんセンターの設置を早急に行い、がん総合診療を充実させる。 既に実施設計を終了していますので、26年度には早急に工事にかかり、がん診療病棟の稼動を一刻も早く開始したい。ま

た、がん診療連携推進病院として、指定され他役割を果たすべく最大限の努力をしていきます。

健康福祉

【主な事業　医師の確保】これまでの経緯を見る時、根拠を示してほしい。 上野総合市民病院の医師数は、21年度末18人、22年度末14人、23年度末13人、24年度末14人、25年度末15人で推移して
います。平成23年度が最少人数になり平成24年度から増加に転じています。本年3月には小児科医師が常勤嘱託で就任し
おり、救急専門医等の就任についても明るい兆しが見えてきています。現在三重大学だけではなく、滋賀医科大学、名古屋
大学、名古屋市立大学などとも協力体制がとれてきており、今後は、計画に沿った増員を見込んでいます。

健康福祉

【福祉医療費助成制度の充実】障害者「自立」支援法は、障害者「総合」支援法であろう。 障害者自立支援法が改正されたことを記載したものです。障害者総合支援法に修正します。

【反映】
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健康福祉

【児童虐待、障がい者虐待およびＤＶ被害等による関係機関との支援体制づくり】活動指標
で、女性相談「延件数」と児童相談「人数」とあるが、「延」いるか？　32ページと表記が
違うから見にくい。

女性相談件数は、「延件数」であり、児童相談人数につきましては、「実人数」でありますので、３２ページ及び３３ページの表
記を訂正させていただきました。これに関連いたしまして、４１ページの【活動指標】の母子自立支援事業〔相談件数〕を〔相談
延件数〕と併せて訂正させていただきました。 【反映】

健康福祉

【3.乳幼児期から学齢期、青年期まで途切れのない支援を行なう体制づくり　指標】体制づ
くりの指標が、相談件数、訪問件数でよいのか。組織の見直し、人材育成、教育等の多岐に
わたる問題であり、指標はそれらについての項目ではと考える。

【3.乳幼児期から学齢期、青年期まで途切れのない支援を行なう体制づくり】の指標についてですが、ここでは、こども発達支
援センターの事業において、気になる子どもを早期発見することで、その子の発達や状況に応じた支援を行い、関係機関と
連携を途切れなく取ることを体制づくりとしています。それに基づいての指標とさせていただいています。

健康福祉

【医療・介護サービスが一体的に提供できる体制づくり】2025年問題に向けての市として高
齢者の受け入れ体制や個人負担の軽減施策等、細分化して、安心して終の住家として体制を
整備してほしい。

国では、２０２５年問題を見据え、高齢者等が、要介護状態にならないよう、また、要介護状態になっても地域の中で在宅生
活を送ることができるよう、地域包括ケアの体制づくりを進めています。
そのことを踏まえ、伊賀市としても、平成２７年度から始まる第４次高齢者福祉計画及び第６期介護保険事業計画の中で、地
域において、見守りや介護予防事業を行いながら、安心して在宅生活を続けられるような施策を検討していきます。

健康福祉

【成果指標　地域で安心して暮らせると感じる満足度】満足と感じる要因が不明。ゴールは
100％？

満足と感じる内容は、個人によってさまざまであるが、個人の困りごとが身近なところで相談でき、支援者につなげられるしく
みが地域にあることが大切であると考える。そのため、地域の中での、見守りや支えあう体制を構築することが重要であると
考える。

健康福祉

【1.地域における子育て新事業の充実】子育て新事業の充実では、放課後児童クラブ設置数
等、今後増設していくべき事業と考える。

放課後児童クラブ設置につきましては、小学校区に１施設を設置する計画で進めていますが、小学校区再編計画により統合
が決定次第、放課後児童クラブの設置に向けて事業を進めていきたいと考えています。つきましては、４０ページの【活動指
標】を精査し、数値を変更いたしました。 【反映】

健康福祉

【1.地域における子育て支援事業の充実】学童保育の充実、強化を盛り込むべきではない
か。

「学童保育の充実、強化を盛り込むべき」とのことですが、［現状と課題］において、子育て支援事業の充実の一つとして挙げ
させていただいています。今後、「子ども・子育て支援法」に基づき施行される子ども・子育て支援新制度において検討する課
題といたしたい。

健康福祉

【1.地域における子育て支援事業の充実　再生の視点】支援サービスのみの提案内容であ
り、親自身が子育ての力の強化（親力）をつけていく施策がなされていない。活動指標の数
値を上げるだけでは、支援サービスの充実はクリアしても、育児力が上がらなければ意味が
ない。

子育て支援事業として「キラキラ」などを実施し、遊びを通して家庭の中での子どもとの接し方を学んでもらい、親自身の子育
ての力の強化するため、今後もこの事業を関係機関と連携を取り、継続していきますので、【再生の視点】に追記させていた
だきました。 【反映】

健康福祉
【1.地域における子育て支援事業の充実　施策の方向】施策の方向に地域（住民自治協議
会）と行政が協働し、乳幼児保育所が出来る条例整備に努力することを追加してはどうか。

現状における教育・保育施設等の整備状況と今後のニーズ量との検討が必要になりますが、今後、子ども・子育て支援法に
基づき施行される子ども・子育て支援新制度において検討する課題といたしたい。

健康福祉

【地域ケアネットワーク会議の設置】住民自治協議会は、市の支援のもと設置とあるが、お
しきせの施策には賛同出来ません。

２０２５年問題を見据えた中では、自助・互助・共助のしくみづくりは重要であると考えており、地域支援を行う社会福祉協議
会と協働し、地域における支え合いのしくみの重要性について、説明させていただきながら、地域の皆さんとともに進めていき
たいと考えています。

健康福祉

【少子化に歯止めをかける】これからの日本を立て直すには、少子化を止めるしかないと思
う。いかに夫婦が複数の子どもを産み育てていける社会環境を整えることを国全体で考えな
ければならない。学校は出たが、働き場所がなく、ニート生活者の増加は憂慮すべきことで
す。

少子化を取り巻く問題は、各分野・各ライフステージの多岐にわたり、少子化対策については家庭、地域、企業、行政が認識
を共有し、協働しながら取り組む必要があります。
輝け！いがっ子応援プラン「伊賀市次世代育成支援対策地域行動計画（後期計画）」を推進し、各部署において事業に取り
組んでいきます。

生活・環境

目次は「1.健康・福祉分野　2.生活・環境分野　3.産業・交流分野　4.生活基盤分野　5.教
育・人権分野　6.文化・地域づくり分野」となっており、安全・防災は2項の生活分野に包括
されています。南海トラフに起因する未曾有の天災が議論されるなか、安全に対する取り組
みに力強さが感じられません。安全・防災分野を独立させるべきです。よって目次を「1.健
康・福祉分野　2.生活基盤・環境分野　3.産業・交流分野　4.安全・防災分野　5.教育・人
権分野　6.文化・地域づくり分野」とされることを提案します。

災害に強いまちづくりについては、今後巨大地震の発生が危惧されている中で、非常に重要な取り組みであります。具体的
な取組内容については、再生計画分野別計画の生活環境分野のまず第1の政策に位置づけ、基盤強化や体制づくりなど
ハード・ソフト面での事業を展開することとしています。

生活・環境

【さまざまな災害を想定した体制づくり】巨大地震、大型台風、ゲリラ豪雨が多発する昨
今、未だ防災対策が進んでいない状況であり、地区住民をいかに安全に擁護できるかが課題
である。

伊賀市地域防災計画の見直しにあたっては、市民の安全擁護を重点課題として取り組んでまいります。

生活・環境

【1.さまざまな災害を想定した体制づくり】伊賀市地域防災計画を見直しを行なう中で、職
員の初動体制と備蓄品の見直しを計画するとされている。大災害の場合を想定し個々人が
水・食料品等は備蓄しておく必要はあるが、各住民自治協議会においても支援が届くまでの
間、持ち応えられるように備蓄品を整備しておくことが望ましいと考える。地理的な条件や
居住人口、年齢構成等を考慮し、それぞれの住民自治協議会毎に最低限確保しておくべき物
品やその数量等を提示していくべきではないか。住民自治協議会毎に備蓄することにより、
市の備蓄量を減らすことが可能となり、備蓄に対する助成制度を創設したとしても市が全て
備蓄するよりも必要経費は少なくてすむこと、交通手段が途絶した場合にも対応できると考
える。

三重県地域防災計画による伊賀市の被害想定や備蓄品の基準を見て市の対応を再考いたします。ご意見にもありますよう
に、地域や個人での備蓄を行うよう啓発を続けてまいります。
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生活・環境

【伊賀市地域防災計画の見直し】阿波地域の詳細な洪水、土砂災害ハザードマップが作成さ
れていない。地域住民の防災意識を高め、災害時の的確な避難行動を促すため、市の指導の
もとに、民間活力を活かした地域ごとの防災計画づくりを進められたい。

防災には個人や地域での防災意識を高めることが第１に必要であり、地域の実情は地域の方が一番熟知していることから地
域での防災計画作成は防災上非常に有効であると考えます。今後の防災対応への参考とさせていただきます。

生活・環境

【災害時に援護や配慮が必要な人たちを支援する体制づくり　現状と課題】要支援者台帳の
整備を進めている、今後も進めるとありますが、法改正により伊賀市も確かに実施されまし
たが、住民自治協にも協力要請があり、協力してきましたが、未だに行政から何らの情報開
示もなく、あまりにも無責任であり、放置されているのではないかと思っておりました。今
後このような対応で、災害時要支援者対象者に占める台帳の登録同意者を3年間で3％upを目
標としていますが、達成できるのか疑問に思う。

個人情報を他の機関と共有するためには台帳への登載を申し出てもらうことが必要であり、登載を促す事務は今後も進めて
まいります。これと並行して災害時には地域の皆様方の御協力をいただき、要援護者の避難を支援できる体制確立への支
援を行ってまいります。また、台帳への登載を希望されない方にも一定期間をおいて登載のお願いをして登載率の向上を
図ってまいります。

生活・環境

【避難行動要支援者支援事業】避難行動要支援者については名簿作りだけでなく、地元で完
結できるシステム作りが必要。

個人情報を他の機関と共有するためには台帳への登載を申し出てもらうことが必要であり、登載を促す事務は今後も進めて
まいります。これと並行して災害時には地域の皆様方の御協力をいただき、要援護者の避難を支援できる体制確立への支
援を行ってまいります。

生活・環境

【成果指標　避難行動要支援者名簿】目標値65％で残りはどうするのか。地区では支援の要
否は別にして、全ての名簿を揃えつつある。

住民自治協議会、民生委員協議会等へ情報を提供するには本人の本人の同意が必要であるため、台帳への記載に同意さ
れていない方にも一定期間をおいて登載のお願いをします。地域での支援体制を強化するためにも情報収集と見守りをお願
いします。

生活・環境

【避難行動要支援者支援事業】要支援者は時々刻々変化するものであり、近々の調査は行わ
れていないのに「登録率」が掲載されているのは理解できない。名簿は個人情報の問題もあ
り、名簿の利用が出来難い。「補完性の原則」からは地元自治会に任せて、防災体制全体の
コーディネートや地域指導、想定訓練などに財政支援等をすべき。

個人情報を他の機関と共有するためには台帳への登載を申し出てもらうことが必要であり、登載を促す事務は今後も進めて
まいります。これと並行して、災害時には地域の皆様方の御協力をいただき、要援護者の避難を支援できる体制確立への支
援を行ってまいります。

生活・環境

【災害時要支援者台帳】行政主導の名簿には、個人情報の壁があり地域住民で共有出来ない
ため、田舎社会では不必要である。区の組組織が強固な郡部では自らが作成できる。市内画
一的な無駄な手法の典型と受け止めている。これへの財源を、自作名簿作成(個人情報の壁が
無い)や避難訓練などに充てることが真の住民自治と考える。

今後の災害時要援護者台帳のあり方を検討する中で、地域からの貴重なご意見としていただきます。

生活・環境
【通信指令室の共同運用】意味不明であり、解説が必要 補足記載します。

【反映】

生活・環境

【消防庁舎整備事業】消防庁舎移転にかかる建設予定地には、推定活断層が存在しているこ
とが判明したことから、災害活動拠点として十分に耐える構造が必要であるので、再考なし
で計画どおり建設される予定であれば十分な調査と早急なアクセス道路の整備が必要。

　新消防庁舎建設については、各課と協議を行い安全な建物になるよう、配慮を行い建設いたします。また、アクセス道路に
つきましては、関係する地元自治会や、用地買収が必要となる関係企業の方には既に事業の説明を行い、現在測量設計の
作業を進めている段階です。
　なお、旧商業高校跡地北側から国道１６３号のほ場整備区域につきましては、ほ場整備事業において道路用地を確保が出
来ています。

生活・環境

【4.消防体制の強化推進】平成25年度の消防団見直しにより、人員、消防団活動車両が半減
となり、台風時の活動が低下したので充実すること。

平成25年度の消防団再編により災害時に出動できない団員等を整理し、また、少子高齢化の進展や市外居住者の増加等に
より消防団員確保が困難となっていることから、現職団員の団員確保の苦労を軽減するため人員配置の見直しを行いまし
た。消防団車両については昔の手引きポンプから現在の小型動力ポンプ付積載車に変わったことから、積載車の活動範囲
を考慮したうえで消防ポンプ配置の見直しを行いました。
　見直しについては平成19年に消防団適正化委員会を設置し、その中で協議を行いその結果を地元分団および地元自治会
へ説明を行い、理解を得たうえで実施した。この再編によって消防力を低下させないため、隣接分団相互の協力体制を強化
するほか、女性団員や支援団員を導入し消防団活動の充実を図っています。
　なお、この消防団適正化計画に基づく再編については不都合が無いか5年間検証し、平成30年度に再度見直すことにより
消防団の安定した体制を確立することになっています。

生活・環境

【5.救急・救助体制の強化　指標】成果指標・活動指標は救急救命士の育成とその人数で
は？受講者数の指標で体制が強化されるか？

成果指標及び活動指標を修正します。

【反映】
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生活・環境

【6.非常備消防体制の充実強化】再生の視点に消防団員の入団資格の見直しを加えるべきで
ある。
（理由）現在の入団資格に、「伊賀市に住民票を置いている者に限る。」を「親などが住む
居住がある者を含む。」を付け加えてはどうか？地元で育った者が、帰る機会を増やすこと
で、地域の活性化に繋がることになると思う。消防の常備化が充実する中で、消防団の役割
は、火災時の消火後の再燃監視と消防資機材の点検や夜警など火災予防が主な活動内容であ
る。若者のサラリーマン化と週休2日制が進む中で、草食系男子が増え、体力的に劣る男性が
多くなる中で、時代に合った地域の活性化に繋がる入団資格に改正することが、消防団員の
確保にもつながると考える。

消防団入団資格については伊賀市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例で、「伊賀市に居住するもの」の他に
「その他団長が認めたもの」と規定されています。消防団の役割は意見のとおり鎮火後の警戒や夜警、火災予防の啓発等も
重要な任務だが、主たる目的は「住民の生命、身体及び財産の災害からの保護」であり、災害が発生すれば地域に密着した
消防団が即時に対応する必要があります。そのため遠隔地に居住する人が消防団員に在籍しても主たる目的を達成できな
いので、「伊賀市に居住するもの」と規定しています。また、市外在住者であっても災害対応可能な近隣地域で居住する人に
ついては、「その他団長が認めたもの」の規定を適用して入団していただいています。
　また、少子高齢化の進展、地域を超えて通勤する団員の増加等、社会経済情勢の変化により消防団員の確保が困難なこ
とや、昼間は多くの消防団員が地域外に勤務し不在となるため、伊賀市では機能別団員制度を導入し、常時地元にいる健康
な消防団員OB等に支援団員として入団していただき、基本団員不在時の消防団活動を補完してもらっています。
　消防団員が地域行事に積極的に関わり地域活性化に貢献していることは承知しているが、地域外に居住する者の帰る機
会を増やすことや、地域の活性化に繋げるという目的で条例の改正はできません。

生活・環境

【非常備消防体制の充実強化　主な事業（消防救急課）】「女性や大学生、専門学校生な
ど」とあるが、市内に各学校もないのに確保できるのか？

　消防団員資格については伊賀市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例で「伊賀市に居住するもの」と規定さ
れており基本は伊賀市在住者であるが、伊賀市外在住者であっても「その他団長が認めたもの」として近隣地域在住で団長
が認めたものであれば伊賀市消防団員の資格を有する。したがって、前記該当者であれば勤務先や通学先までは制限して
おらず、昼間は地域外に出ていても夜間・休日は地元地域で消防団活動ができるため、大学生や専門学校生の入団も促進
している。

生活・環境

【消防団整備事業】名ばかり消防団員をいくら確保しても消防力向上には繋がらない。組織
見直し（再編成）やポンプ設置の減数など、ますます消防力低下に繋がっているが、女性や
高齢者を中心に自主防災組織の機能強化を図るための施策が最も有効である。

平成25年度から消防団適正化計画に基づき消防団の再編を行い、1年間で団活動に1度も出動しない団員や遠方に居住し
災害時に出動できない団員等を整理し、ポンプ配置の見直しも行いました。このことによって消防力を低下させないため、ま
た消防団員定数1510名を確保するため、女性団員の導入や支援団員の確保に取り組んでいます。
地域密着の消防組織である消防団は、自主防災組織や自治会と連携し地域防災に取り組んでいただいているが、意見のと
おり引き続き連携を強化し地域防災の機能強化を図っていきます。

生活・環境

【消費者被害防止のための啓発等の充実】相談者に対して　⇒　もう遅いのでは（被害に
あっている）

悪質商法に関しては、現在も次々と新しい手口が横行し、消費者被害が発生しています。そのような新たな手口による被害を
防止するため、引き続き消費者への情報提供等による啓発が必要と考えます。

生活・環境

【9.河川環境の保全・環境】木津川流域の河川環境の保全については、
①上野遊水池事業
②河川改修
③川上ダムの建設
の3点セットが確認されて久しくなります。以来紆余曲折を見たが、平成25年末には市の方針
としてダムの建設に向けた一定の前進を見たところである。従って本文中に③を明記するこ
と。

川上ダムにつきましては、昨年12月に建設推進を決定しましたので明記したいと考えます。
＊「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、木津川上流域の・・・・」

【反映】

生活・環境

【河川環境の保全・整備】河川の浚渫工事はもちろんのこと、水田面積が大幅に減少、これ
に伴い使用していないため池が多く、修理、改修ができていない。このため地震・台風・豪
雨により堤防が決壊する恐れが、充分考えられる。この項目が漏れている（河川だけではな
い）。

農業用ため池については、基本的に受益者の管理となっていますが、本年度受益面積２ha以上の農業用ため池について、
国の補助を受け「ため池一斉点検」を実施しています。その結果を住民自治協議会単位に報告する予定です。改修等が必要
なため池については、現行制度の中で対応してまいります。尚、ため池に特化した記載はありませんが、分野別計画７７項に
「土地改良事業への支援」として記載しています。（農村整備課）

生活・環境

【9.河川環境の保全・整備　再生の視点】河川環境保全の施策が浚渫実施個所数では発想の
転換が必要。淀川最上流圏の伊賀地域は水源涵養、水質維持、自然生態系維持などの重要な
役割を有す。そのことから、地域住民意識の高揚や下流住民との交流を視野に河川清掃や植
林などの協働による事業展開を図ること。また、現在の漁協は河川関係公共工事や河川美化
ボランティアの活動にも障害となっており、体質改善や解体的出直しが必要。

本計画は、市が実施する事業に関するもので、河川は市が管理する準用河川や普通河川を対象としています。浚渫実施河
川数は、大半が河川幅２．０ｍ程度の小河川である市管理河川の治水対策や環境改善のために実施する浚渫事業について
数値で示したものです。河川はもとより自然環境の保全意識の高揚・啓発に関しては、２．生活・環境の分野で記載していま
す。また、６．文化・地域づくりの分野では、協働によるまちづくりの推進についての事項が記載されています。

生活・環境

【河川環境の保全・整備】昨年も河川の氾濫や浸水で多大な被害が出ましたが、今の河川情
況を見た時に、河川が林のように木や竹林、土砂の堆積で、河床が盛り上がって来ていま
す。これでは少し多い雨等で洪水が起こります。早急な浚渫を希望します。

国、県、市が管理する河川については、多くの地域から浚渫の要望をいただいておりますが、緊急性を加味して工事を進め
氾濫防止に努めています。今後引き続き予算確保に努め、堆積土砂の浚渫に努力していきます。

生活・環境

【消費者被害防止のための啓発等の充実】主な事業で、社協の悪徳バスターズも活躍してい
るが、ここには入らないのか？　伊賀市は連携していないのか？

社協の悪徳バスターズが各地域で活躍されていることは認識していますが、市とは別組織として運営されているため、本計
画に盛り込むことは出来ないと考えます。また、現状として出前講座開催のみの連携ですが、今年度初めて情報交流会を開
催したことを契機に、今後さらに相互連携・協力を図っていきたいと思います。

生活・環境

【9.河川環境の保全・整備】毎年の台風や水害で災害が起こっている、河川の氾濫や浸水の
危険から人命・財産を守るため、柘植川、倉部川等の浚渫を早期に計画的に実施してほし
い。

三重県管理の河川ですので、要望してまいります。
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生活・環境

【9.河川環境の保全・整備　再生の視点・成果指標】人命優先との記載どおり、よろしくお
願いします。平成25年度の補正予算から木津川改修工事に5億円が投入されることが決定され
ました。うち神戸地区内に4億円が投入される予算に伴い、よりスムーズな工事進行を関係機
関と協議の上、実行してください。

国の平成25年度補正に伴い神戸地内の木津川に対して予算がつきました。三重県に対し工事発注と関係機関との調整を早
急に実施いただくよう要望してまいります。

生活・環境

【河川環境の保全・整備】木津川上流域における氾濫の未然防止を図るため、河川の浚渫を
毎年、再三要望しているところであるが、「過去の氾濫や流域の背後地の状況、上下琉のバ
ランスなど総合的に高い箇所から、限られた予算の中で計画的に実施する。」として、なか
なか事業化されていないのが現状。
目標値を更に上げ、採択に向けた努力をお願いしたい。

三重県管理の河川ですので、要望してまいります。

生活・環境

【9.河川環境の保全・整備】一級河川を含めた計画的な河川の浚渫。 一級河川は、三重県管理の河川です。伊賀管内全域の計画的な浚渫を要望してまいります。市が管理する普通河川に関し
ては、地元要望に基づき堆積状況を調査し、年次計画的に実施していきます。

生活・環境

【2.地球温暖化防止に向けた取り組みの推進】施策の方向、成果指標にエネルギーの地産地
消の推進を加えるべきである。
（理由）再生の視点の中で、普及促進を図るとしているが、施策の方向や成果指標に何も表
れていない。地元のメガソーラーの設置や自治省が推進している行政財産の目的外使用許可
による自然エネルギーの導入数を成果目標に入れるべきと考える。

地元のメガソーラー設置というご意見ですが、地元で設置を計画されるのであれば、市が補助事業等の情報提供などを行う
などの支援はできますが、市の事業ではありません。
国や県では、自治会や地域で、自然エネルギーを導入し、売電せずに地域で使用することを目的にした補助事業もあり、市と
しても、地域で取り組んでいただきたいと考えており、そのための情報提供などを行います。
行政財産の目的外使用については、公共施設最適化方針（案）にも「施設の有効利用」を掲げていますが、行政財産を見直
し、不要な施設を処分していくことも計画されており、目的外使用には施設の所管部署との調整が必要です。また、固定価格
買取制度により、１円でも利益があがるなら、市で導入という意見もあり、その場合は所管課の対応となるため、成果指標に
は出来ません。（成果目標？⇒成果指標）

生活・環境

【2.地球温暖化防止に向けた取り組みの推進　活動指標】取組みの指標に普及啓発回数は如
何にも陳腐で意味不明。小水力導入個所数、ソーラー設置面積、バイオ実施計画の策定等を
指標とすべき。

環境政策課は事業課ではありませんので、市が管轄する河川に小水力を導入するのであれば他部署が、また、利水組合な
どが農業用水で小水力を導入されるのであれば、その取組みに対する情報提供などの支援は環境政策課で行いますが、す
べての自然エネルギーの導入箇所数などは、環境政策課だけで設定できるものではありません。
ソーラー設置面積を取組指標とのご意見については、市が個人や事業者に設置に対する補助を行っていないため、個々に
設置されるものを市の取組指標とすることは出来ませんし、面積も不明です。（中部電力で設置戸数は教えてもらえるようで
す。）
木質バイオマスに関しては、（３．産業・交流）分野の中で、活用するとされていますが、他のバイオマスにしても環境政策課
がすべての実施計画を策定するものではありません。

生活・環境

【3.不法投棄をさせない、されない体制づくり】現状と課題に「宅地や荒れ地の放置雑草が
恰好のごみ投棄や動物の隠れ家になると共に火災等の防災、環境美化も損なわれる」を追加
してはどうか。また「再生の視点」に地域と協働して宅地等の除草を行い、不法投棄できな
い環境をつくることを追加してはどうか。

生活・環境

【不法投棄をさせない、されない体制づくり　再生の視点】「不法投棄をさせない監視体制
を構築します」とあるが、環境パトロールの場所について、投棄されることが多い場所、特
に山間部について強化する胸を盛り込んでほしい。

生活・環境

【不法投棄をさせない、されない体制づくり】国道422号バイパスが完成し、旧道に不法投棄
が行なわれるのは必至である。防護柵等の設置、行政によるパトロールの強化が重要と考え
る（地元民は不可能）。

生活・環境

【不法投棄を根絶するために】山林、道路端、空き地等への不法投棄は後を絶ちません。山
林等、普段なかなか立ち入らない個所は特にひどい情態です。市の条例で、不法投棄者が判
明した時は、氏名の公表とか厳しい処置が望まれます。

生活・環境

【2.ごみ減量及び資源のリサイクルを推進する体制づくり】この取り組みの中に「資源のリ
サイクル」について今後ますます必要になってくるように思う。そのためにどこかの事業所
（公的機関でも良い）がリサイクル活動について技術開発をするための研究をする必要が生
じてくる可能性が起こってくる。そのため経済的援助項目をあげてはどうか。

生活・環境

【廃棄物処理のあり方検討事業】用地買収から施設建設には最低５ヶ年は必要。２８年度に
は確実に処理方針を決定することの目標設定は必要。

生活・環境

【3.ごみ処理施設のあり方を検討する体制づくり】成果指標や活動指標が入っていない。Ｐ
ＤＣＡサイクルによる施策の進行管理には指標が絶対必要であると考えられる。
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生活・環境
【4.水道水源の安全確保　活動指標】指標が基本計画策定では不可。時々刻々水道事業は進
捗しており、未給水人口解消や、老朽化対策・耐震化対策等の施設整備率などを指標とすべ
き。

今回ご指摘いただいた件については、【5.水道施設の充実と健全運営】の水道広域化促進事業に含まれる指標であり、詳細
については、来年度見直しを予定している水道事業基本計画の中で検証を予定しております。

生活・環境

【生活排水処理施設整備の推進と適正な維持管理　現状と課題】集落排水処理場からの排水
を直接、河川や水路に放流すると塩素に弱い魚等の生態系を破壊するのでビオトープ等の整
備が必要。生物に負担を与えない施設整備が必要。

集落排水処理場からの排水については、法定検査を受けており問題ないと考えておりますが、ご意見いただいたとおり周辺
環境を破壊することなく施設を整備することは必要であると考えます。比自岐、西山地区農業集落排水事業で自然浄化施設
を設置しておりますが、今後の施設整備に対する意見として参考とさせていただきます。

生活・環境

【生活排水処理】市街地で公共下水道を進めることは困難を極めるなか、合併処理浄化槽の
推進事業の明確化が記載されていない、補助金の在り方を具体的にすべきである。市街地に
新店舗、特に飲食店はこの整備ができないと開業もできず、中心市街地の活性化への影響が
大である。

中心市街地における生活排水処理施設整備率を向上させるためには、公共下水道で整備する方法や個別合併処理浄化槽
を推進する方法、複数の家庭の汚水を処理するコミュニティプラント型の合併処理浄化槽を町なかに点在させる方法なども考
えられます。平成２７年度末をもって目標期間満了となる「伊賀市生活排水処理基本計画」並びに「伊賀市生活排水処理施
設整備計画」の次期計画策定において地域の意見を伺いながら、整備手法のあらゆる可能性について検討していく予定であ
り、合併処理浄化槽の推進について、また補助金のあり方については、現段階で記載できる状況ではありません。

生活・環境

【6.生活排水処理施設整備の推進と適正な維持管理】再生の視点の中で公共下水道、上野処
理区青山処理区の整備の遅れが、三重県の整備率より低い状況となっている。整備を促進す
るためには、整備手法の変更だけでなく、地域住民との合意形成に向けた行政側の努力不足
が原因と思う。

平成27年度末をもって目標計画期間満了となる「伊賀市生活排水処理基本計画」並びに「伊賀市生活排水処理施設整備計
画」の次期計画策定に向け今後取り組んでいく予定で、関係各地区の意見を伺って計画策定を進めていきたいと考えていま
す。

生活・環境

【6.生活排水処理施設整備の推進と適正な維持管理】「再生の視点」に、変更、見直しは期
限を明記する（例：2年をめどに行う）。

「公共下水道 上野処理区及び青山処理区の整備については、平成27年度末をもって目標期間満了となる「伊賀市生活排水
処理基本計画」並びに「伊賀市生活排水処理施設整備計画」の次期計画策定において、処理区域の見直しや、戸別処理方
式のさらなる推進など、現状を踏まえた生活排水処理施設整備手法に変更していきます。」に修正します。 【反映】

生活・環境

【8.排水路の改修、整備　指標】成果指標と活動指標の数字的整合が不明。市街化区域以外
にも事業必要個所がある。

現在計画している地区は7地区であり、平成25年度はうち2地区で事業を実施しました。
また、平成28年度には7地区のうち6地区で事業完成を目標としています。
したがって、成果指標 現状値は２/7×１００＝２９％、目標値は６/７×１００＝８６％としています。
なお、活動指標は、複数年度にわたり実施する地区もあり、年度ごとに実施する地区数を記載しています。
事業必要箇所については、緊急性の高い地区から実施予定です。

生活・環境

【排水路の改修、整備】市街化区域の冠水被害防止のための改修、整備の早期実現。 いただいたご意見については、Ｐ６８記載のとおりとさせていただきます。

生活・環境

【9.し尿処理施設の整備】成果指標や活動指標が入っていない。ＰＤＣＡサイクルによる施
策の進行管理には指標が絶対必要であると考えられる。

指標については、第２次伊賀市総合計画（仮称）再生計画（最終案）で、設定を行った。

生活・環境

【9.し尿処理施設の整備　主な事業、活動指標】書きぶりからは２８年までには何もしない
と読める。最低限基本計画策定年度を指標に挙げるべき。

指標については、第２次伊賀市総合計画（仮称）再生計画（最終案）で、設定を行った。

産業・交流

【観光のまちづくり】74頁の「施策の方向」の中で「忍者」は取り入れしているが、「芭
蕉」のことは上げていない。芭蕉の生誕地である伊賀市として今後「芭蕉」を中心とした観
光ルートや施設の充実について取り組む方法を考えるべきである。

芭蕉が貴重な観光資源であることは十分に認識しています。また、「俳聖芭蕉」よりも「旅人芭蕉」の視点でとらえるほうが有
効ではないかと考えています。ただし芭蕉を中心とした観光ルートについては、芭蕉記念館のコンセプトなどと整合性をとって
考案したいので今回は記載しておりません。

産業・交流

【着地型観光を推進するための事業主体の育成】忍者、芭蕉はマンネリ化による集客の限界
に達している。今後は、近隣の到達時間９０分程度の都市住民をターゲットに伊賀の田園・
里山を中心とする自然滞在型・農林体験型観光を目指す。そのための小規模でも自由度のあ
る地域支援制度の新設が必要。

ご意見の内容は、今後の観光事業を進めるうえで同様に認識を持っています。
ただし、着地型観光の事業主体はには、事業実施を通じて利潤を追求して欲しいと考えています。予約システムや観光カタロ
グの作成など基礎的部分は行政負担とする予定ですが、事業主体に対する金銭的な助成制度は考えておりません。

産業・交流

【活動指標　着地型観光】研修会・勉強会が目的ではないので、その成果の評価はどうする
のか。

着地型観光の事業主体数について、１００事業主体を発掘・育成すると記載してあります。それに基づき評価を行います。

産業・交流

【市内全域の魅力アップと「おもてなし」の仕組みづくり】主な事業で、伊賀市は福祉の先
進的な市であるが、吹くしとしとしての観光戦略は考える価値がある。楽しいことだけじゃ
なく、学べる観光も。

福祉と観光の融合はこれからの重要な課題と認識しています。そのため本年度から実施する着地型観光事業の「観光客受
け入れ事業主体」は従来の観光事業者だけでなく、農業者や商業者、ＮＰＯ、また医療や福祉の団体にも参加を呼びかけて
います。

産業・交流

【1.持続可能な農業の推進　再生の視点】山振中山間施策事業に該当しないが、同様の実態
（土地条件）をかかえ地域農業に苦慮している地域に対する農業振興策を計画されたい。

中山間直接支払交付金制度だけでなく、国の様々な制度を活用していただけるよう地域の実情に即した支援していきたいと
考えておりますが、再生計画の性質上、一部の地域のみの内容について記載することは控えさせていただきます。

産業・交流

【中山間における過疎化対策】中山間地域には、高齢化・過疎化が進み高齢化率５０％を超
え、集落維持さえ困難になってきた。それらに対する具体的な施策が見られないと思うの
で、市単独事業として積極的な特別対策事業を創設されたい。

　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になってきています。
　農林業の分野においては、国の制度をうまく活用し、地域農業を継続し集落を維持するための支援をしていきます。
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産業・交流

【人・農地プランの推進】農業の後継者不足に対しての農地の保全管理（近い将来必至） ご意見を踏まえ、今後の施策の推進や検討を行っていきたいと考えます。

産業・交流

【人・農地プランの推進】人・農地プランでは、小学校単位（各自治協単位）での組織作り
を目指すべきでは。

人・農地プランの策定区域については、地域に見合った区域設定があるものと考えるため、小学校区（住民自治協議会）単位
には限定しないものとして、推進しておりますので、ご理解ください。

産業・交流

【鳥獣害防止対策への支援】有害鳥獣による農作物への被害を防止するための支援として国
の補助事業により実施した防護柵等への維持管理の支援の確立。

産業・交流
【集落座談会】集落座談会はＪＡのみで行政の政策変更部分が伝達されていない。 ※ＪＡ主催のため、市としては回答できない。

産業・交流

【鳥獣害防止対策への支援】防止策設置で、猪・鹿は一定の効果があったが、追い払いを中
心とする猿対策はあまり効果が現われていないように思う。個体数の減少策などの具体的な
取り組みを希望する。

産業・交流

【人・農地プランの推進】農業後継者不足の中、農地維持は非常に重要な問題である。ぜひ
とも推進して欲しい、きめ細かな支援体制が充実している必要がある。

　ご意見のとおり、市としても人・農地プランは重要な施策の一つであると考えておりますので、積極的に推進していきます。

産業・交流

【2.森林の整備と住民の取り組み】間伐等の森林施業、木材の利用促進を進めるには林道等
の整備を公共事業として実施されること。台風18号等の災害で、山林へ入っていくことが困
難である。

林道等の整備については要望に応じて現行制度により実施しています。
林道（作業道）の新設についても現行制度により実施しており、個別要望案件については農村整備課へ相談ください。また、
林道等の整備については受益者が限られるため受益者負担が必要となることをご理解ください。

産業・交流

【2.森林の整備と住民の取り組み　主な事業】林地残材の減少促進は、林道付近で期待でき
るが搬出労力が掛かる現場では経済的に無理であるため、減少は一時的なもので,林地残材減
少は微量と推察する。　　　また、間伐対象林も樹齢が30～40年程度が大部分を占めている
ため、搬出への抜本的施策が必要である。

林業の作業効率化については、林道整備と合せて事業を進めていく必要があると考えますので、ご意見として聞かせていた
だき、今後個別事業の中で検討していきたいと考えます。

産業・交流

【成果指標の目標値（平成28年度）】目標値が少なすぎる。まず「境界明確化事業」を推進
し、森林・林業に関心を持っていただかなければなりません。通称「森林税」の使途につい
ても触れてはどうでしょうか。

森林税の使途については、今後の検討課題であり、現時点で後年度の森林税の使途を特定することや方向性を示すことは
考えていません。

産業・交流

【再生の視点の3つ目の●】もっとすっきりした文章にしてください。 ご意見を踏まえ「住民と森林との関係を深めるため、森林づくり活動への参加機会や木とふれあう機会の創出等の取り組み
を進めます」に変更します。

【反映】

産業・交流

【施策の方向の「高性能機会の導入等」】伊賀市で高性能林業機械の導入については研究が
必要です。伊賀に合った林業機械について、考えてほしいと思います。

ご意見として聞かせていただき、今後個別事業の中で検討していきたいと考えます。

産業・交流

【中心市街地の魅力を発掘し、市内外へ発信する体制づくり　現状と課題3行目】城下町の魅
力を育ての表現がおとなしい。「守り」の言葉が消極的に感じます。すんなりと「向上」と
した方がよいと思います。
城下町の魅力を守り育て発信し
　→城下町の魅力を向上・発信し

年々崩れゆく城下町のまちなみや風情は、今から作り直するものではなく、現在あるものを残すことに意味があり、「守り」とい
う言葉を、そして、それらを守る地域や周辺の人々の意識を醸成するため「育てる」という言葉を用いています。

産業・交流

【中心市街地の魅力を発掘し、市内外へ発信する体制づくり　施策の方向】伝統的な文化や
技を守り育てることにより中心市街地の魅力が高まると考えられていますが、大きな力には
ならないと思います。伝統行事や文化、伝統的な技そのものの魅力を向上させて初めて結果
として中心市街地の魅力が高まると思います。
文案の提案です。
城下町のたたずまいをとりもどし、城下町に残る伝統行事をはじめとする文化や技の魅力を
向上させることにより中心市街地の魅力を高めます。地域住民と市が協働して事業に取り組
む体制を強化し、その魅力を市内外に発信します。

「地域住民が主体となって」という文言には、地域住民だけに任せるというのではなく、市も協力という意味を含んでおります。
協働という表現を用いると、住民の主体性が薄れる恐れがあるため、あえて記述をしていません。

産業・交流

【中心市街地と各地域が連携した賑わいあるまちづくり】中心市街地と各地域が連携した賑
わいあるまちづくりとタイトルにはあるが、結局は上野の中心地ばかりの話しで、旧上野市
以外の市民はほとんど関係の無い話しで悲しくなる。各地域の具体策無し。

中心市街地の活性化を図るためには、昔のように、周辺地域から訪れる人を増やし、交流人口の増加を図ることが最も重要
であります。この貢は、そういった中心市街地からの視点で中心市街地内の施策を記載しているため、各地域の施策はこの
貢では記載しておりません。
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産業・交流

【中心市街地と各地域の連携】中心市街地の実情をみるに、活性化とほど遠い。中心市街地
にするには、市街地構想をしっかりたて、全体構想からつくっていかないと。現状の手直し
では、中心市街地にはなれない。

中心市街地の活性化に向けた取り組みは、全国の自治体で行われていますが、社会的な要因も大きく影響することから、成
功事例は数えるほどしかないのが現状です。伊賀市におきましても、他の自治体と同様に活性化に向けた取り組みを「伊賀
市中心市街地活性化基本計画」に沿って進めており、全体構想である再生計画にしっかり位置付け、他地域との連携により
活性化を図りたいと考えております。

産業・交流

【中心市街地の魅力を再発掘し、市内外へ発信する体制づくり　現状と課題】その賑わいを
取りもどすために・・・以下現在の市街地への賑わいを取りもどすことを重視した文面であ
る。少し発想を変えてみてはどうか。
・市街地はたくさんの文化的な資源や資料があり、城下町としての歴史的な建物もある。そ
れらを活かした集客力の方法を今以上に考えるべきである。その上に立って、各商店のあり
方を個々に工夫すべきである。
・現実は国道163号線沿いに東の方向に大型店舗が建ち始め発展しつつある。商業的な賑わい
を目指すなら、こちらに目を向けるべき。駐車場もままならない旧市が位置に何時までも
拘っているような発想では伊賀市は発展しない。要は旧市街地の良さと国道163号線沿いの良
さを合わせながら、まちづくり計画をすべきであると考えている。

７９貢に記載しているとおりでありますが、城下町の魅力を守り育てることにより交流人口の増加を図ることを最も重視してお
り、事業につきましても、歴史的空間の保全や整備等、この考え方に沿った内容としております。ご指摘のように、その上で、
各商店のあり方を個々に工夫すべきであると考えておりますので、現在、策定を進めております「伊賀市中心市街地活性化
基本計画（二期計画）」において、商店の魅力向上のための事業を検討いたします。

産業・交流

【産業・交流分野】観光に関して、中心市街地に投資されるのはある程度やむを得ないが、
柘植地域にも余野公園、奥余野森林公園、芭蕉公園、東海自然歩道等の観光施設があり、近
年観光客も増加している。郡部にももっと目を向け、施設案内板整備等投資を促す施策を示
して頂きたい。

平成２６年度に、都市計画課がサイン計画のガイドラインを作成し、平成２７年度以降そのガイドラインに基づき郡部も含めた
施設案内表示を行う予定です。

産業・交流

【中心市街地の再生】中心市街地活性化事業の推進には、庁舎が現在地にあることが前提と
なっていたと思うが、移転した場合に事業の促進に対して影響はでないのか。また、庁舎建
設の予定地が県庁舎周辺としたものの、県が庁舎敷地内を容認しないとの考えであるとの報
道がなされている。用地確保の見通しがあるのかどうか？また、候補地は市街化調整区域で
あることから、開発した場合に、他に影響をあたえないのか心配である。（公は良くて宅開
業者は駄目なのか？との意見が頻繁に出てくることが予想されるので、十分な議論をお願い
したい。）
また、用地を確保できない場合は、現在地を再度、候補地とする考えはないのか？

　将来の伊賀市のまちづくりの方向性として、権限移譲の更なる進行など今後の行政の動きを見据え、「三重県伊賀庁舎隣
接地に移転して整備する」ことを方針としました。また、中心市街地については賑わいの創出として、南庁舎を活用し、図書館
や情報発信機能を備えた観光施設、美術館・資料館、さらには市民サービス機能をもった複合施設とすることで、文化や歴
史、観光などの集客機能を発揮して市内外からの集客を図りたいと考えています。
　庁舎移転予定地は市街化調整区域となっていますが、庁舎という公益性の高い建物であることから、事前に県と相談した
結果、開発の審査を受けることが可能であると判断いただいています。
　また、計画の進捗にあわせて、用地確保にも努めてまいります。

産業・交流

【商業・文化の交流拠点となる中心市街地の再生　再生の視点】中心市街地に集積されてい
る「商業機能」・・・以下の文面について、「商業機能」は過去の物。「城下町機能」と考
えるべき。その中での商業機能をどう生かすかを考えるべきであって、大型店舗の時代に旧
市街地を過去の商業的な発想で集客しようとしていることに疑問を感じる。旧市街地の商業
的な発想でなく、「歴史」と「文化」的な発想での集客方法を考えるべきである。80頁から
81ページへの考え方にかなり違和感を感じる。

ご指摘のとおり、中心市街地の活性化を図るためには、商業的な発想だけではなく、歴史・文化的な発想が重要であり、この
ことについては、７９貢に記載しているとおりでありますが、城下町の魅力を守り育てることにより交流人口の増加を図るこを
最も重視し、城下町とともに歴史を重ねてきた商業機能についても中心市街地の重要なストックであると考えており、事業に
つきましても、歴史的空間の保全や整備等、この考え方に沿った内容としております。

産業・交流

【中心市街地の空き店舗及び中心市街地の活性化】芭蕉翁像を市駅前に建てたのは良いが、
写真を撮ったら電柱と電線、後ろの建物が銅像に似つかわしくない風景だと、観光客から不
評。なぜ芭蕉像の後ろにお城と歴史的建造物の上野市駅が移るようにしなかったのか不思議
である。その写真一枚で伊賀市の観光写真ができたのに残念である。
　駅前の電線の地中化ができないものか。

芭蕉翁像の移設場所につきましては、駅前広場設計以前の早い段階から、芭蕉翁顕彰会等の関係機関と協議を行い、現在
地に決定したものです。考え方といたしましては、広場の有効活用等を考慮した中で、広場から多くの人に芭蕉翁像を見てい
ただきたいとの思いから決定したものであり、向きについては、従前どおり江戸の方向としましたので、結果的に、現在の形
になりました。ご指摘のように、写真撮影の視点も大変重要な要素ではありますが、ご理解いただきますようお願いいたしま
す。
なお、電線の地中化につきましては、３月１８日の完成に向け作業を行っております。

産業・交流

【地域性を活かしたモノづくりと新たなサービス創出が活発なまちづくり】「ゆめが丘」に
こだわり過ぎている。我々郡部から見た「ゆめが丘」は名阪国道や国道163号から離れすぎて
いるため、「不便なまち」のように感じる（少し言いすぎかな・・・）。なぜ「ゆめが丘」
にこだわるのか理解しがたい。

ゆめが丘の公的工業団地は、近畿・中部の両都市圏の中間に位置し、名阪国道等インフラの利便性により企業の集積が進
み、三重県が推進する「メディカルバレー構想」の中心を担う産業集積地として産業振興を進めています。これら集積産業を
はじめ地域産業が大学の研究機関等とも連携し、高付加価値型産業に向けた取り組みを推進していきます。

産業・交流

【地域性を活かしたモノづくりと新たなサービス創出が活発なまちづくり】83頁～85頁全体
から感じることは、無難な考え方であろうと思う。しかし本気に考えるなら、伊賀市の持つ
環境と企業の関係を考慮していかなければ、絵に描いたモチになる。産業の発展は各企業が
伊賀市に対してどれだけ魅力を感じ、同時にその企業の持つ技術力に関係する。大学関係者
が考えることは理屈と発想（発明）に長けているが、現実味に欠ける場合がある。頼りにし
すぎてはダメ。またどこの地域でも間に合うような発想では今までと変わりがない。災害や
震災等に強い伊賀市である。その伊賀市でなければならないという企業へのアピールと伊賀
市の環境でしかできない産業を見出しアピールして欲しい。

伊賀市工場誘致条例による立地について奨励金などの優遇措置をはじめ、企業において技術の高度化や新製品の研究開
発に取組みやすい環境の提供として、産学官連携地域産業創造センター「ゆめテクノ伊賀」を活用できることや「みえライフイ
ノベーション総合特区」に指定されており、医療･健康･福祉分野の関連産業の参入を推進していること、企業立地の優位性と
しては、伊賀市は近畿・中部の両都市圏の中間に位置し名阪国道等インフラの利便性に加え震災時津波の影響を受けない
地域性など環境面をPRしています。
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産業・交流

【コミュニティビジネスなどの起業の普及啓発と支援】コミュニティビジネスの支援とある
が、合併から何も動き無し、9年経過しても何も進まなかったものができるのか。期待だけな
らいらない。

地域の多様なニーズに対応するためには、地域の事業所、団体、地域住民等が主体となってビジネス手法を用いて地域課
題の解決に取組む地域に根づいたサービス産業の起業を促進し支援していく必要があります。

生活基盤

【伊賀市らしい魅力ある景観を守り、活かす体制づくり　再生の視点】田園風景も伊賀市の
景観の一つと思う。中心市街地だけでなく、農村部の景観整備活動に対する支援をお願いし
たい。

 伊賀市では、現在、農村部の景観整備の支援を目的として次の事業を行っています。
菜の花プロジェクト推進のための「菜種の配布」、中山間地域の取組に対する「中山間地域等直接支払い制度」、農地・農業
用水路等の資源の保全管理と農村環境の保全向上の取組に対する「農地・水保全管理支払交付金」の制度等です。
　今後は、農村部の景観整備支援のため、これら制度の周知を図っていきます。

生活基盤

【1.市内幹線道路・生活道路の整備】ここでは市道に関する整備目標のみが記載されている
が、生活道路が市道認定されていない地域も存在する。市道認定済地域の利用者よりも多数
の人員が通勤・通学や生活必需品の買物、病院への通院等に日常的に利用しているにもかか
わらず「伊賀市道路認定に関する要綱」に合致しないという理由で指導認定されず放置され
ているのである。要綱は法的根拠のない単なる市内部の事務取り扱い要綱であり、市民が拘
束されることはないのであるが、この要綱を盾に市道認定を事実上先送りされているのが実
態である。しかし、この要綱自体、弾力的な対応が可能な内容となっていることから、地理
的な状況や利用者数・経緯等を精査し、地域にとって重要な生活道路と見做せる場合はもっ
と積極的・計画的に市道認定していくべきではないか。また市道認定されていなくても道路
底地が市有地である場合は、管理者責任が生じるのであり、認定道路と同等の適切な維持管
理すべきは当然のことである。

市道認定を行なうには、土地取得等の権原取得が必要で有り、市道認定する区間を連続して取得することが必要です。きじ
が台地区については、開発の時期が古く、道路敷地が個人所有のままで、市へ移管されませんでした。現在、市道認定を行
なう為、自治会の役員の方に協力いただきながら道路敷地の取得に努めております。今後も継続して地区の協力を得ながら
道路敷地を取得し、市道認定を進めていきますので、よろしくお願いします。また、道路敷地のすべてが市有地となっていな
い道路（市有地と個人所有地が点在している状況）の管理については、公共事業で連続して施工することは困難ですので、
日常的な管理については、地区でお願いしております。つきましては、市有地と個人所有地が混在する未認定路線を認定路
線と同様に管理することは出来ません。これは、他の地域でも同様の対応となっております。

生活基盤

【施策の方向】
幹線道路や都市計画道路など市内を結ぶ道路の・・・
「―道路など主要道路の整備、改良を進め、地域の交流や産業の活性化を図ります。」に変
更してください。
理由：市内の道路のみでなく、県外と結ぶ道路整備も積極的に推進するように働きかけてく
ださい。

本計画は、市が実施する事業に関する計画であり、変更の理由にある様な伊賀市と県外を結ぶ路線は、国道、県道が担うも
のと考えています。

生活基盤

【施策の方向】
その他の市道については、公共施設や・・・
「―その他の市道については、現状を調査し実施の方向性を定めて、公共施設や―」にして
ください。
理由：市内各所の市道の内、中山間部には小型車両の通行も困難なところが多々存在する。
これら道路の整備を強く要望しても到底実施されない現状である。
このため建設サイドだけでなく農林サイド等も含めて総合的に実施の方向を定めての市道対
策を。

ご指摘の様に現状調査は行なっています。その上で、狭あい箇所や危険箇所の改良を優先して整備していきます。また、農
林事業で市道を改良することは可能ですが、国、県の補助事業に採択を受けることが必要で有り地元負担金も必要となりま
す。

生活基盤

【幹線道路や都市計画道路など市内を結ぶ道路の整備】「・・・道路など主要道路の整備、
改良を進め、地域の交流や産業の活性化を図ります。」に変更してください。
理由：市内の道路のみでなく、県外と結ぶ道路整備も積極的に推進するよう働きかけてくだ
さい。

本計画は、市が実施する事業に関する計画であり、変更の理由にある様な伊賀市と県外を結ぶ路線は、国道、県道が担うも
のと考えています。

生活基盤

【その他の市道については、公共施設や】「・・・その他の市道については、「現状を調査
し実施の方向性を定めて」公共施設や」にしてください。
理由：市内各所の市道の内、中山間部には小型車両の通行も困難な所が多々存在する。これ
ら道路の整備を強く要望しても到底実施されない現状である。このため建設サイドだけでな
く農林サイド等も含めて総合的に実施の方向性を定めての市道た対策を。

ご指摘の様に現状調査は行なっています。その上で、狭あい箇所や危険箇所の改良を優先して整備していきます。また、農
林事業で市道を改良することは可能ですが、国、県の補助事業に採択を受けることが必要で有り地元負担金も必要となりま
す。

生活基盤

【道路環境の維持・向上】旧阿山町でも問題視している。是非長期的な計画をたて整備して
いただきたい。

重点的な取り組みとして、１５ｍ以上の橋梁については、橋梁長寿命化計画に基づき橋梁修繕数を年次的に修繕していきま
す。また、幹線市道（二車線）及び緊急輸送道路については、舗装の損傷の程度を調査（路面整状調査）し、その結果を基に
修繕計画を立て年次的に舗装修繕事業を実施します。

生活基盤

【3.交通施策の計画的に推進　指標】成果指標が交通計画施策の着手率であるのに、活動指
標が、会議開催回数であるのは疑問。成果指標は着手件数、活動指標はその完了率では？

活動指標は成果指標を達成するための指標としており、施策の進行管理を行なう交通計画協議会での協議が施策の取り組
みに繋がります。また、施策の完了率を指標とすることは、全ての施策が、実現可能であれば良いのですが、実現可能性を
含めて検討着手するものもあるため、指票には馴染まないと考えます。

生活基盤

【地域公共交通】105ページから111ページにかけてのバス交通対策と鉄道に至っては、もは
や無策に等しい。「人が動いてこそまちが活きる」考え方にならないものか。

「安心で魅力的かつ低炭素なまちづくり」を進めるため、公共交通を守り育てる必要がありますが、このことは、単に交通事業
者や行政に任せきりでは成し遂げることができません。今後は、公共交通がまちづくりと深く関わりを持ち、社会的な便益をも
たらすものであることを、市民や地域などあらゆる主体とも認識を共有しながら、互いに連携、協力して、それぞれが対等に、
適切な役割分担のもとに考え、守り、育て、創ることが必要だと考えます。
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生活基盤

【安定的で持続可能な交通サービスの提供】難しい問題である。どこの行政バスを見ても利
用者が少ない。
〈再生の視点〉
・企業・商店・施設等との連携を深め、集客や利用者のための便利を図るためのバス運行を
促す方法を考えてみては如何か。
・高校生や高齢者が最も必要としている。その人たちに便宜を図る方法を考えていくべきで
はないだろうか。運行に必要な時間帯を見極め、運行計画を立てていって欲しい。

公共交通の課題解決のため、伊賀市交通計画を策定し対応する施策に取り組んでいるところですが、人口減少や少子高齢
化、自家用車への過度の依存が進んでいるため、鉄道、バスともに利用者が減少傾向にあります。計画期間が満了する来
年度には新たな交通計画を策定するためその策定作業に入る予定ですが、今後、あらためて、公共交通の必要性につい
て、交通に関わるあらゆる主体が認識、共有し、まちづくりの課題として、行政、交通事業者、住民その他の関係者との連
携、協働により進めていく必要があると考えています。また、要望と実際の利用状況に乖離が生じる例もあるため、真に公共
交通を必要とする方々の実態とニーズを的確に把握し施策に反映できるよう努めてまいりたいと考えています。

生活基盤

【4.安定的で持続可能な交通サービスの提供】「施策の方向」に地域の生活支援の条例化を
行い、積極的に支援することを明記して欲しい。「主な事業」の地域交通対策事業に、生活
支援を包括した、移動制約者等に対応する為、地域などが主体的に運営する地域交通体系を
推進する為、条例化などの支援をおこなうことを明記して欲しい。

今後、持続可能な交通体系を構築してためには、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その施策の推進に取り組む必要があると考えています。来
年度から予定している新たな交通計画の策定作業では、そうした考えやまちづくりの視点を加え、地域の実情等に適した運
行形態のあり方も含めて検討して参りたいと考えています。

教育・人権

【分野別計画（5．教育・人権）】学校教育に対する視点が乏しいように思います。三重県で
は、「学校経営品質」を導入していますから、「顧客満足度の向上」や「人材育成」もテー
マにしてはどうでしょうか。せめて、「地域を愛し、地域を活性化できる児童・生徒の育
成」の項目があったらと思います。

学校教育課としましては、学校教育の３本柱である「学力の向上」「人権・同和教育の充実」「キャリア教育の推進」について焦
点化して記述しました。ご指摘の「学校経営品質」をはじめとして、「学校評価」「食育」「環境教育」等２０項目について、指標
を掲げて教育行政評価委員に評価をいただいています。

教育・人権

【女性がより一層活躍できる男女共同参画のまちづくり】女性の活動場面は大切である。し
かし現状をみると
・管理職としての勤務時間の問題
・子育てと勤務時間の問題
・家庭と勤務時間の問題
この問題を今以上に改善していかない限り、女性の活躍の場が制限されてくる。このあたり
の解決方法を強く打ち出してくるべき。

「勤務時間」の問題は、各種休業制度の充実・周知の徹底、また事業者の意識の問題がポイントとなります。これについて
は、「5-2-3」の主な事業「事業者に対する両立支援推進事業」を継続することで改善されていくと考えています。
「子育て」については、福祉部門と協力して保育サービスを充実していきます。
「家庭」内は、男性の家事育児介護参加についてセミナー等の開催を通じて啓発を行い、男性側の「固定的性別役割分担意
識」を解消していきます。

教育・人権

【ワーク・ライフ・バランスの推進】このバランスを健全化していくためには労働時間の問
題が生じてくる。男子の家庭での仕事はかなり協力的になってきている。行政〈労働基準
局〉が中心になって、行政自身の勤務時間のあり方、一般企業の勤務時間のあり方に余裕を
感じられる勤務方法を考えていく取り組みを目指してほしい。是非今回の計画の中に労働内
容と勤務時間に対する行政の考え方を具体的に示してほしい。

行政〈労働基準局〉が中心になっての「労働内容と勤務時間に対する行政の考え方」については、非常にスケールの大きい
問題で、見解を具体的に示すことは難しい。「勤務時間」の問題については、上記の項目でも回答したとおり。

教育・人権

【適正な学校規模を推進する体制づくり　主な事業】再編計画に旧伊賀町は必要がないの
か。

校区再編については、平成１６年３月に旧上野市が策定した「上野市校区再編計画」を伊賀市でも継続実施することとし、「子
ども達にとって望ましい教育環境を整え、学校教育の充実を図ること」を目的として取り組んでまいりました。旧伊賀町の地域
においても、児童・生徒数は減少してきており、Ｈ19年から校区再編に係る懇談会等も開催していますが、検討協議会等の組
織づくりには至っていないのが現状です。

教育・人権

阿山地区小学校区再編計画
河合小学校、玉瀧小学校、鞆田小学校、丸柱小学校（丸柱、音羽地区）を統合します。につ
いて
当地区は、校区再編についての、話も聞いていないし、了解もしていない。

旧阿山町の地域においても、「阿山地区小学校区再編計画検討協議会設置要綱」に基づき、Ｈ１９年１２月１９日に第１回検
討協議会を開催し、これまで１３回にわたり阿山地区の４小学校を統合するための協議を行ってまいりました。河合小学校と
丸柱小学校のうち丸柱・音羽地区の児童についてはH２７年４月での統合に向けて協議を進めておりますが、鞆田地区、玉滝
地区については統合についての合意に至っておりませんので、今後も継続して協議を続けてまります。

教育・人権

【適正な学校規模を推進する体制づくり】阿山の4小学校が勝手に統合ありきになっている。
どういうことだ!?

旧阿山町の地域においても、「阿山地区小学校区再編計画検討協議会設置要綱」に基づき、Ｈ１９年１２月１９日に第１回検
討協議会を開催し、これまで１３回にわたり阿山地区の４小学校を統合するための協議を行ってまいりました。河合小学校と
丸柱小学校のうち丸柱・音羽地区の児童についてはH２７年４月での統合に向けて協議を進めておりますが、鞆田地区、玉滝
地区については統合についての合意に至っておりませんので、今後も継続して協議を続けてまります。

教育・人権

【教育・人権】現在のいがまち図書館では本当の図書館とは言えない。今年度から一部改善
されたが、いがまち図書館の抜本的な整備を考慮していただきたい。

現施設の増改築は耐震が無い為、伊賀支所・公民館及び図書室を含めた複合施設の建設を検討しています。
平成25年11月から図書システムが導入され、伊賀市上野図書館他５公民館図書室の資料が配送システムにより借りること
ができます。昨年より県立図書館のｅブッキング受け取り場所となり、県立図書館資料も借りることができます。
平成25年４月よりいがまち公民館図書室受付に図書業務委託職員が常駐しておりますので、配送他図書資料等の案内をし
ています。

教育・人権

【公民館活動の活性化と育成】再生の視点で、市民センターの自治センター化に伴いとある
が、自治センターになれば機能的・権限的など、どうなるのか明確な説明がないままでいき
なりすぎる。

　現在、上野地区、青山地区におきましては、市民センターを活動の場とし、事業運営を地域住民自治協議会に委託して公
民館分館事業が行われています。これに対し、市内において分館事業が行われていない地域があるため、公民館分館事業
の見直しと事業の均等化が必要であると考えています。
　今後、公民館分館事業の調査や地域ニーズ調査を行い、分館業務の整理を行うとともに、分館活動を見直し市内全域にお
いて生涯学習活動が推進されるよう図ってまいります。
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教育・人権

【5.公民館活動の活性化と育成　施策の方向】地区公民館、公民館文官の人員や運営の見直
しを行い、特に公民館分館については、指定管理者制度を適用するなど、柔軟な運営を図る
ことが望ましい。サークル活動や生涯学習については、住民自治協議会の部会事業で実施実
施している地域があり、公民館の役割が著しく低下している。地域（自治組織）活動と公民
館（教育）活動は縦割り的で重複し、不効率な体制となっており、名張市のように地域活動
に一元化してはどうか。

公民館分館事業につきましては、上野地区、青山地区において、地域住民自治協議会に事業委託して運営しているのが現
状となっています。
　相互に連携して事業を行っていただいておりますが、ご指摘のように地域（自治組織）活動と公民館（学習）活動の区分が
わかりにくい状況となっております。また、公民館分館活動が行われていない地域もあり、市内において事業を均等化する必
要もあると考えています。
　今後、公民館分館事業の調査や地域ニーズ調査を行い、分館業務の整理を行うとともに、分館活動を見直し市内全域にお
いて生涯学習活動が推進されるよう図ってまいります。

文化・地域づくり

【市民の身近で充実した文化施設】美術館の建設をして頂きたい。伊賀から排出された優れ
た画家や書家・工芸家等が沢山いる。その方たちの作品が見たくても不可能に近い状態であ
る。伊賀市としての財産を保管し市民に誇りと喚起を与えてほしい。

多くの市民の皆さんが気軽に文化芸術作品に触れることで文化の裾野が広がるともに、将来の文化芸術活動における潜在
的活力が生まれることにつながります。今後、先ごろ示された図書館整備を含めた市役所南庁舎の複合施設化を検討する
中で、伊賀市ゆかりの作家や作品、質の高い文化芸術作品に多くの方が触れられ、広く活用できる展示空間が備わる施設と
して整備し、本市の文化芸術活動の活性化に資することが出来るよう取り組みたいと考えています。

文化・地域づくり

【新芭蕉記念館】建物の中身も大切ですが、その立地場所、周辺環境、全体的なロケーショ
ンも大事である。全国に通用する物を期待する。

新芭蕉翁記念館は、（仮称）芭蕉翁記念館事業計画検討委員会から答申を受けた内容を基に、市として、単独での施設が望
ましいこと、厳しい財政状況を考慮しなければならないことから、ベストではないがベターなものとして上野図書館を活用した
整備として示させていただきました。この立地により、周辺の土地活用も視野に入れながら、市街地内の他の芭蕉関連施設
との連携と活用により芭蕉ゾーン全体としての魅力の向上を図っていきたいと考えています。

文化・地域づくり

【5.だれもが気軽に楽しめるスポーツの振興】この表現にピッタリ当てはまる大山田せせら
ぎ運動公園であり、加えてふるさと夏まつり、消防訓練、大型防災ヘリポートとしての位置
付けがあり、大山田地域になくてはならない行政施設であるため、是非とも存続させたい。

文化・地域づくり

【6-4地域活動や市民活動が活発なまちづくり　全般】市はこれまで自治協の設立や自治協と
の関係、予算措置等について、、支援指導及び整理を行なってきたが、個々の実協活動の把
握や支援はされてきたように思わない。今後自治協活動を進めるためには、地域課題整理や
活動の方向性を見極める必要があると考える。これまでの地域担当職員の地域への関わりが
非常に少ないように思われることから、平成26年度から住印字地協議会への訪問回数を現在
の目標値以上に増やし、実態の把握、問題解決を進めて欲しい。

地域担当職員制度「地域課題を地域が主体となって解決できるよう、地域の実情を踏まえた支援をするコーディネーター（地
域と行政のパイプ役）」を創設し、各地域に担当職員配置を考えています。

文化・地域づくり

【空き家ならびに放置宅地の対応策について】
・少子化による人口減少、核家族化による高齢者のみの世帯が今後も増加する。
・若い人の都市部への集中と若い人達の考え方の変化により、親が死去した後、故郷に戻っ
て住む事がなくなりつつあります。
・以上のことから今後空き家ならびに放置宅地が増加することになります。
・このことについて伊賀市としてどう対応するのか、総合計画でその対応策を示すことが大
切であると考えます。
・個人資産に対して市行政として対応するのは非常に難しいと考えるが、次の3つの視点を
持って対応策を講じていただきたい。
①地域住民の安心・安全を守る立場から防犯・防火・防災の立場からの対策。
②今後人口が東京一極に集中することが続くと2040年代には、市・町・村の50％がなくなる
と言われています。伊賀市の将来を考えて積極的な再利用のための方策。
③一つの方策として、空き家・空き地に関する条例が制定されているが、適用のハードルが
高く、現実的ではありません。一定期間を超過し新築しない土地等に一定の課税を課し、固
定資産税のように強制的に徴収し基金を作り、住民自治協もしくは地元有志で草刈等管理
し、地域の環境保全は地域で可能とする環境を条例等で制定してはいかがでしょうか。

③のご意見について（環境政策課）
　あき地の適正管理については、「伊賀市あき地の雑草等の除去に関する条例」等により、指導、勧告を行っており、消防へ
も情報提供し、火災予防条例により、指導等の文書の送付を行っています。しかしながら、所有者の所在が死亡などにより不
明となっていたり、相続放棄されて返戻される事例もあり、対応に苦慮しています。
　環境政策課では、市民活動推進課が実施している地域支援事業の中で、「あき地の雑草等の適正管理の事業」をテーマに
して、住民自治協（地縁団体）などがあき地の適正管理を行ってもらえる事業を提案しましたが、応募はありませんでした。
　また、平成２６年度は固定資産税納付書（納税通知書）の封筒に、市民生活課とともに「空家の適正管理」と「あき地の適正
管理」の文書を印刷し、課税課に送付してもらう予定ですが、再生計画では個々の事務事業等の対応策のすべてを記載する
ものではありませんし、事務事業が記載されていないから対応しないことはありませんので、ご理解願います。

③のご意見について（市民生活課）
　来年度から固定資産税の課税通知の封筒を活用し、「あき地」・「空き家」の適正管理について、土地所有者・管理者に条例
の周知と定期的な管理の必要性を啓発していくこととしています。
　また、空き家条例の運用に関しては、「行政代執行法」適用による代執行は可能とされていますが、個人所有の財産管理に
対して、代執行費用の回収が困難と見込まれるなか、行政の財政的な負担（税収等の財源投入）についてはさらなる議論が
必要であります。厳しい財政状況のなか、１自治体による対応には限界があり、国に対して抜本的な対策を求めていかなけ
ればならないと考えています。しかしながら、当面は条例に基づき、可能な施策を積極的に進めていくしかないと考えていま
す。

文化・地域づくり

【協働によるまちづくりの推進　施策の方向】各支所の地区別計画に基づきとあるが、上野
地区は他地区に比べ自治協数が多く、また、市街地や農村部、人口急増地区など実状もまち
まちであり、一括りに扱うのはどうかと思う。これまで、市の自治協のまちづくり計画の策
定や情況の把握が行われていないように思う。「地域の特性に合ったまちづくりが活発に実
施できるよう支援を行ないます。・・・」と記載されているが、できるのか疑問である。

それぞれの住民自治協議会では設立当時に地域まちづくり計画を策定し、事業に取り組まれています。しかし、中には計画
の進捗状況が明確でないことから、地域の活性化につながっていないところもあります。このため、地域とともに、まちづくり計
画を検証することが必要であるため、この方針に基づき、二次の見直しを行ないます。
　具体的には、現在の４つの指標（均等割・人口割・面積割・コミュニティ活動費）の見直しと、包括交付金の財源と、地域で行
なうほうが効率的、効果的な業務を地域が選択できるようなしくみを考え進めています。

文化・地域づくり

【地域包括交付金の見直し】縦割り補助金を整理し交付金の財源とするとしているが、十分
議論していただき、削減ありきの見直しとならないようにお願いしたい。

ご意見を参考に事業を進めます。
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文化・地域づくり

【地域包括交付金の見直し】地域活性化のための包括交付金の運用は自治協にとって最重要
の課題であり、不要不急の事業についての削減はやむを得ないが、一律カットによる削減は
不可。
支所の所掌する維持修繕費や小規模工事や材料支給の財源の一定割合を交付金財源とし、地
域裁量により公共工事に充当することができるようにすること。

　それぞれの住民自治協議会では設立当時に地域まちづくり計画を策定し、事業に取り組まれています。しかし、中には計画
の進捗状況が明確でないことから、地域の活性化につながっていないところもあります。このため、地域とともに、まちづくり計
画を検証することが必要であるため、この方針に基づき、二次の見直しを行ないます。
　具体的には、現在の４つの指標（均等割・人口割・面積割・コミュニティ活動費）の見直しと、包括交付金の財源と、地域で行
なうほうが効率的、効果的な業務を地域が選択できるようなしくみを考え進めています。

文化・地域づくり

【地域担当職員制度】アウトサイダーではなく自治協総会や運営委員会等に常時参加し、本
庁施策の伝達ではなく、独自権限や裁量権を持ち主体的に参加する職員の位置づけとするこ
と。職員には、地域の特性や特色に精通した者を専任として配置すること。

　地域担当職員制度「地域課題を地域が主体となって解決できるよう、地域の実情を踏まえた支援をするコーディネーター
（地域と行政のパイプ役）」を創設し、各地域に担当職員配置を考えています。

文化・地域づくり

【自治センター化の体制づくり】本来行政が行なう業務を住民自治に押し付けることによる
行政の怠慢である。受け入れられない。

平成２６年度に、地域に相応しい「自治センター」のあり方について、住民自治協議会を中心に、アドバイザーから助言をいた
だきながら検討を進めて行きたいと考えています。
　また、伊賀市行財政改革推進委員会から、現在の住民自治協議会の事務局体制に公費を投入していることに問題がある
と指摘されていることから、できるだけ早い段階で地区市民センターを地域の運営で行えるよう指定管理者制度の導入を考
えています。

文化・地域づくり

【4.自治センター化の体制づくり　再生の視点】現在地区市民センターは、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、自治協議会並びにセンター職員に過大な負担
をかけるだけになる。

平成２６年度に、地域に相応しい「自治センター」のあり方について、住民自治協議会を中心に、アドバイザーから助言をいた
だきながら検討を進めて行きたいと考えています。
　また、伊賀市行財政改革推進委員会から、現在の住民自治協議会の事務局体制に公費を投入していることに問題がある
と指摘されていることから、できるだけ早い段階で地区市民センターを地域の運営で行えるよう指定管理者制度の導入を考
えています。

文化・地域づくり

【地域包括交付金の見直し】基本構想に明記されていたように、国の交付税が最終約30億減
少することから当然自治協への地域包括交付金の削減も当然あり得ると思うが、他地区に比
べ人口減少が著しい地区では、人口割の見直しもお願いいたしたい。また、選択業務のメ
ニュー化を行なうとの記載もあるが、従前の事業に加え新規メニューとして追加になること
は業務の増加になることから、この点も十分配慮してほしい。

それぞれの住民自治協議会では設立当時に地域まちづくり計画を策定し、事業に取り組まれています。しかし、中には計画
の進捗状況が明確でないことから、地域の活性化につながっていないところもあります。このため、地域とともに、まちづくり計
画を検証することが必要であるため、この方針に基づき、二次の見直しを行ないます。
　具体的には、現在の４つの指標（均等割・人口割・面積割・コミュニティ活動費）の見直しと、包括交付金の財源と、地域で行
なうほうが効率的、効果的な業務を地域が選択できるようなしくみを考え進めています。

文化・地域づくり

【自治センター化体制づくり】「自治センター」であろうが「市民センター」であろうが名
称はどちらでもよい。ただ「自治センター化」になると指定管理をしていかなければならな
いことに問題がある。
・特に常駐の職員への給料や勤務時間、採用人数等に各自治協によって違いが生じてくる可
能性が考えられる。そのことによる自治協間の職員の間に不協和音が生じてくる心配があ
る。
・給料・維持費・その他管理費等を考えると、こうした事務に長けた人を常駐しなければな
らないことが起こる。
・伊賀市の財政事情により自治協に配布される交付金が減額され始まると、常駐職員の給料
や職員の採用人数に影響してくる。
・伊賀市と各自治協の職員との関係が希薄になる可能性も起こってくる。今は市の所属職員
であるため互いに連携を取り合っているが、自治協独自で採用した職員となるとその関係が
希薄になる可能性が十分考えられる。

平成２６年度に、地域に相応しい「自治センター」のあり方について、住民自治協議会を中心に、アドバイザーから助言をいた
だきながら検討を進めて行きたいと考えています。
　また、伊賀市行財政改革推進委員会から、現在の住民自治協議会の事務局体制に公費を投入していることに問題がある
と指摘されていることから、できるだけ早い段階で地区市民センターを地域の運営で行えるよう指定管理者制度の導入を考
えています。

文化・地域づくり

【住民自治協議会への支援体制づくり（地域担当職員制度）】この制度は良いと思う。地域
の事情をよく精通した人で、将来的にも町づくりの一員として参加できるような人がよい。

ご意見を参考に事業を進めます。

文化・地域づくり

【4.自治センター化の体制づくり】成果指標中の目標値（平成28年度）が38となっている
が、このことは、市民センターの自治センター化に向けた指定管理者制度の移行であり、こ
の移行については「手揚げ方式」とされてきており、地区への裁量がゆだねられているはず
である。28年度に一斉に全市民センターに自治センター化は性急にすぎると考える。また市
民センターを自治センターに移行しても、住民自治の活動拠点として充実するとは考えられ
ない。

　平成２６年度に、地域に相応しい「自治センター」のあり方について、住民自治協議会を中心に、アドバイザーから助言をい
ただきながら検討を進めて行きたいと考えています。
　また、伊賀市行財政改革推進委員会から、現在の住民自治協議会の事務局体制に公費を投入していることに問題がある
と指摘されていることから、できるだけ早い段階で地区市民センターを地域の運営で行えるよう指定管理者制度の導入を考
えています。

文化・地域づくり

【自治センター化と指定管理者制度】指定管理目標H28年度38とあります。各地域の現状は、
力量の格差、センタースタッフの人材、住民自治協の役員スタッフの人材不足があり、今後
も人材確保が困難になってきていますが、指定管理になることにより、会長の責務が拡大さ
れ、ますます会長になる者がいなくなると思う。地域の運営が心配される。この案件につき
ましては、説明をいただいておりますが、さらに説明会を実施していただき、住民自治協の
真の理解を得る必要があるのではないでしょうか。

平成２６年度に、地域に相応しい「自治センター」のあり方について、住民自治協議会を中心に、アドバイザーから助言をいた
だきながら検討を進めて行きたいと考えています。
　また、伊賀市行財政改革推進委員会から、現在の住民自治協議会の事務局体制に公費を投入していることに問題がある
と指摘されていることから、できるだけ早い段階で地区市民センターを地域の運営で行えるよう指定管理者制度の導入を考
えています。
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文化・地域づくり

【4.自治センター化の体制づくり】施策の方向にどの程度地区市民センターの指定管理者制
度の導入を検討するとのことであるが、全国的にどの程度導入され、三重県での導入実績を
まず示すべきである。自主自立した地域が主体となった運営管理が行なえるとなっている
が、規制や条件ばかりを多く並べて、自主財源をどのように確保できるかを明確にしないと
指定管理者になろうとする団体は出てこないと考える。市としては、経費の削減というメ
リットはあるが、地区や指定管理者にはどのようなメリットがあるかを明記すべきである。
また、”自主自立”とはどういう運営のことか。注釈を付けていただきたい。

名張市が導入しています。
　平成２６年度に、地域に相応しい「自治センター」のあり方について、住民自治協議会を中心に、アドバイザーから助言をい
ただきながら検討を進めて行きたいと考えています。
　また、伊賀市行財政改革推進委員会から、現在の住民自治協議会の事務局体制に公費を投入していることに問題がある
と指摘されていることから、できるだけ早い段階で地区市民センターを地域の運営で行えるよう指定管理者制度の導入を考
えています。
　自主自立とは、地域のことを考え地域を創る主体は地域住民でなければなりません。住民が自ら考え、決定・実行し、その
責任も担うことです。

文化・地域づくり

【4.自治センター化の体制づくり】
【反対理由】
○地区市民センターへの指定管理者制度導入は、住民への行政サービスの低下を招く。
○指定管理者制度は「公の施設の管理に民間の能力を活用」する制度であって、行政実務の
「運営管理」に関する制度ではない。
○行政の地域窓口としての地区市民センターは、飽くまで、地域住民の生活全般にかかる行
政の窓口業務を通して、住民への行政サービスを充足し推進する施設である。この機能を果
たしている地区市民センターの運営に指定管理者制度を導入することは、行政窓口業務の民
営化であって、伊賀市自治基本条例に掲げている「補完性の原則」に基づく住民自治協議会
の自主・自立とは、別のものである。
○住民自治協議会の自主・自立とは、地域の課題解決に地域住民が主体的に取り組むことを
いうのであって、行政の地域窓口業務を代行するものではない。

平成２６年度に、地域に相応しい「自治センター」のあり方について、住民自治協議会を中心に、アドバイザーから助言をいた
だきながら検討を進めて行きたいと考えています。
　また、伊賀市行財政改革推進委員会から、現在の住民自治協議会の事務局体制に公費を投入していることに問題がある
と指摘されていることから、できるだけ早い段階で地区市民センターを地域の運営で行えるよう指定管理者制度の導入を考
えています。

文化・地域づくり

【地区市民センターの自治センター化】地区市民センター機能(窓口業務)が自治センター化
にともない地域住民の利便性低下となってはならない。自治センター化への趣旨が不明確で
ある。

　平成２６年度に、地域に相応しい「自治センター」のあり方について、住民自治協議会を中心に、アドバイザーから助言をい
ただきながら検討を進めて行きたいと考えています。
　また、伊賀市行財政改革推進委員会から、現在の住民自治協議会の事務局体制に公費を投入していることに問題がある
と指摘されていることから、できるだけ早い段階で地区市民センターを地域の運営で行えるよう指定管理者制度の導入を考
えています。

文化・地域づくり

【地区市民センターの自治センター化】市民センターの建物の管理をするだけでなく、支所
分掌業務を移管すると共により広い行政権限と共に独自予算を持つ組織とすべき。

 平成２６年度に、地域に相応しい「自治センター」のあり方について、住民自治協議会を中心に、アドバイザーから助言をい
ただきながら検討を進めて行きたいと考えています。

文化・地域づくり

【自治センター化の体制づくり】老朽化が進んでいる地区市民センターで、整備計画に入っ
ていない地区市民センターの整備はどうなるのか？
平成２８年度に３８の市民センターを自治センターとする目標としているが、設備の充実も
含め目標を定められたい。
また、公用車が配備されていない地区市民センターへの配備を検討をお願いしたい。

今後、地区市民センターの整備について検討をしてまいります。
また、指定管理者制度の導入に伴い公用車の配備も検討してまいります。

文化・地域づくり

【主な事業　地区市民センターの自治センター化】地区市民センターの自治センター化とい
う見方ではなく、現状の自治協をスムースに自治センター化することが可能かの視点で考え
るべきである。

平成２６年度に、地域に相応しい「自治センター」のあり方について、住民自治協議会を中心に、アドバイザーから助言をいた
だきながら検討を進めて行きたいと考えています。
　また、伊賀市行財政改革推進委員会から、現在の住民自治協議会の事務局体制に公費を投入していることに問題がある
と指摘されていることから、できるだけ早い段階で地区市民センターを地域の運営で行えるよう指定管理者制度の導入を考
えています。

文化・地域づくり

【4.自治センター化の体制づくり　成果指標】指定管理者制度の導入を検討するというので
あれば、平成28年度目標値の数値「38」の計上は、早急であり削除されたい。

平成２６年度に、地域に相応しい「自治センター」のあり方について、住民自治協議会を中心に、アドバイザーから助言をいた
だきながら検討を進めて行きたいと考えています。
　また、伊賀市行財政改革推進委員会から、現在の住民自治協議会の事務局体制に公費を投入していることに問題がある
と指摘されていることから、できるだけ早い段階で地区市民センターを地域の運営で行えるよう指定管理者制度の導入を考
えています。

文化・地域づくり

【4.自治センター化の体制づくり　主な事業】住民自治協議会としては、自治センター化を
望んでいない。

平成２６年度に、地域に相応しい「自治センター」のあり方について、住民自治協議会を中心に、アドバイザーから助言をいた
だきながら検討を進めて行きたいと考えています。
　また、伊賀市行財政改革推進委員会から、現在の住民自治協議会の事務局体制に公費を投入していることに問題がある
と指摘されていることから、できるだけ早い段階で地区市民センターを地域の運営で行えるよう指定管理者制度の導入を考
えています。

18



文化・地域づくり

【地区市民センターの自治センター化（指定管理制度の導入）に関わって】平成28年度から
全ての地区市民センターについて住民自治協議会に受託させ、自治センター化するとある
が、これまでの市の指導では全く無理に思える。現在でも市民センターは自治センターの様
なものである。他に考え方はないのか。市は計画どおりに指定管理を進めても、当自治協
（自治会）は崩壊するのではと思われる。一つ例を挙げれば、当地区内の自治会の一つが
「自治協が結成されてから地区の仕事が増加し、自治会長になる人がいなく、自治協を脱退
したい。」とのことで、現在当自治協への強力は皆無で会合への出席もほぼ一年間出席がな
い状況である（広報等の配布等必要最小限は活動している。）。指定管理を受けるには、解
決しなければならない問題が多い。

　平成２６年度に、地域に相応しい「自治センター」のあり方について、住民自治協議会を中心に、アドバイザーから助言をい
ただきながら検討を進めて行きたいと考えています。
　　また、伊賀市行財政改革推進委員会から、現在の住民自治協議会の事務局体制に公費を投入していることに問題がある
と指摘されていることから、できるだけ早い段階で地区市民センターを地域の運営で行えるよう指定管理者制度の導入を考
えています。

文化・地域づくり

【地区市民センターの指定管理】地区市民センターの指定管理について、28年度に全ての地
区市民センターを指定管理化する目標となっているが、一方的に進めるのではなく、地域の
実状と意見を充分尊重されたい。

　平成２６年度に、地域に相応しい「自治センター」のあり方について、住民自治協議会を中心に、アドバイザーから助言をい
ただきながら検討を進めて行きたいと考えています。
　　また、伊賀市行財政改革推進委員会から、現在の住民自治協議会の事務局体制に公費を投入していることに問題がある
と指摘されていることから、できるだけ早い段階で地区市民センターを地域の運営で行えるよう指定管理者制度の導入を考
えています。

文化・地域づくり

【自治センター化の体制づくり】地区市民センターの指定管理するのは、3年間では無理。3
～5年間を目標に講習や研修を積み重ねて、人材を育成していかなければならない。

平成２６年度に、地域に相応しい「自治センター」のあり方について、住民自治協議会を中心に、アドバイザーから助言をいた
だきながら検討を進めて行きたいと考えています。
　また、伊賀市行財政改革推進委員会から、現在の住民自治協議会の事務局体制に公費を投入していることに問題がある
と指摘されていることから、できるだけ早い段階で地区市民センターを地域の運営で行えるよう指定管理者制度の導入を考
えています。

文化・地域づくり

【自治センター化の体制づくり】自治センターが進んで、指定管理者制度の導入にまで
話しが飛躍しているが、合併から9年間、伊賀市の指針に従い住民自治協議会に力を注いでき
たが、現場に説明責任も果たさないままでうえから目線過ぎる。市民の主体性を全面に出し
ていた1ページ目とすすめ方が違いすぎるぞ。

平成２６年度に、地域に相応しい「自治センター」のあり方について、住民自治協議会を中心に、アドバイザーから助言をいた
だきながら検討を進めて行きたいと考えています。
　また、伊賀市行財政改革推進委員会から、現在の住民自治協議会の事務局体制に公費を投入していることに問題がある
と指摘されていることから、できるだけ早い段階で地区市民センターを地域の運営で行えるよう指定管理者制度の導入を考
えています。

文化・地域づくり

【自治センター化の体制づくり】指定管理者制度に対する意味が理解できない。書かれてあ
る通り経費の削減だけか。ここにも市民と行政の意識の大きなズレがミゾがある。

平成２６年度に、地域に相応しい「自治センター」のあり方について、住民自治協議会を中心に、アドバイザーから助言をいた
だきながら検討を進めて行きたいと考えています。
　また、伊賀市行財政改革推進委員会から、現在の住民自治協議会の事務局体制に公費を投入していることに問題がある
と指摘されていることから、できるだけ早い段階で地区市民センターを地域の運営で行えるよう指定管理者制度の導入を考
えています。

計画の推進

【地域内分権の推進】『小さな本庁』『大きな支所』による【地域内分権】と【庁内分権】
は、必達すべきである。　地域内分権には、受け皿となる「人」の育成システムが必要。地
域丸投げでは継続不可能。庁内分権は、支所に対し「人」は少なく「権限」を多く。

市職員についても定員適正化計画により、減員も進めているなど、今後も行政組織の効率化が避けられない状況にありま
す。その一方では、各地域での特性に応じた魅力のある地域づくりが求められており、支所における地域振興や住民自治活
動の支援などの機能について、体制の強化を図ってまいります。

計画の推進

【地域内分権を支える支所機能の充実】「地域振興や自治活動の支援など、支所が担う業務
を整理し機能の充実を図る」とされているが、自治センター化される地区市民センターとの
兼ね合いも含め、支所が縮小されないのか。また、「小さな本庁・大きな支所」を引き続い
て推進していただきたい。

魅力ある地域づくりのため、地域振興や住民自治活動の支援などの支所機能について現状よりも強化を図ってまいります。

計画の推進
【地域支援事業】地域づくりに執権を有する有能な職員の養成と地域への配置を希望する。 地域担当職員制度「地域課題を地域が主体となって解決できるよう、地域の実情を踏まえた支援をするコーディネーター（地

域と行政のパイプ役）」を創設し、各地域に担当職員配置を考えています。

計画の推進

【地域内分権を支える支所機能の充実】小さな本庁、大きな支所の考えはどっちに向くのか
答をあやふやにした。現場に近い部分を充実させよ。

市の人口の減少が予測されており、今後も行政組織の効率化は避けられない状況にあります。その一方では、各地域での
特性に応じた魅力のある地域づくりが求められており、支所における地域振興や住民自治活動の支援などの機能について、
体制の強化を図ってまいります。

計画の推進

【市民どうしの意見交換等の機会づくり】市長公約としてのタウンミーティングを市長自ら
が出席し、各自治協で毎年２回程度開催すること。

タウンミーティングについては、重要な案件を中心に必要に応じて各地域でも、市長自らが出席して実施しております。また、
地域個別の案件につきましても意見交換の場に市長が出席している現状であり、ご提案の件は困難であると考えます。

計画の推進

【持続可能な財政運営の推進】市民一人当たり約113万円の借金があると記載しているが、市
民自身が望んで作った借金ではないはず。こんな記事を載せるなら、同じ伊賀市民の中山間
地域の住民の意見もしっかり聞いて、納得できる税金の使い道を示すべきである。

社会経済環境の変化による厳しい財政状況が続くことを踏まえ、評価と改善を中心としたマネジメントサイクルにより、限られ
た行政経営資源（ヒト・モノ・カネ）を有効に活用した総合的な行政運営をめざします。また、計画の推進「7-1-２　情報共有と
市民参加」で「市民参加の促進と広聴機能の充実」について記載しています。
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計画の推進

【3.市民の財産として継承する維持可能な公共施設マネジメント】再生の視点の中で、ファ
シリティマネジメントの考え方を取り入れていくのであれば、未利用資産の売却だけでな
く、平成25年6月26日付総行行第107号通達にそった、行政財産の効率的な利用を図っていく
べきである。伊賀市においては、公共施設の屋根を太陽光発電に利用してエネルギー確保に
つなげていないし、少しでも未利用財産の利用を行い、財源に充てるべきである。

平成２３年４月１日施行の伊賀市行政財産目的外使用料条例により行政財産の未利用スペースについては、目的外使用と
して使用料を徴収しており、飲料用自動販売機の設置については、設置事業者の入札により年間６００万円を超える使用料
収入を得ています。
公共施設の屋根への太陽光パネルの設置については、業者への屋根スペースの貸出しとともに検討しております。

計画の推進

【職員研修の充実】OJTを中心とし、職場外の研修や他業種への研修を充実させ、職員のモラ
ル、モチベーションや生産性の向上をめざしたものにする。

再生計画の下部計画となる伊賀市職員研修計画（平成25年～27年度）には、研修体系の中に職場外研修（Off-JT）として派
遣研修を位置づけており、自治大学校、市町村職員中央研修所、全国市町村国際文化研修所及び各種民間研修機関等へ
の派遣研修を実施しています。今後、民間企業をはじめ外部組織への研修派遣についても検討することとしています。

計画の推進

プロジェクトリーダーの養成を行い、専門的且つ現代のスピードにのったサービスや施策に
対応できる人材を多くつくる。

多様化する市民の行政需要や地域の政策課題に適切に対応するためには、いただいたご意見にある人材育成が重要であ
ると認識しています。市の重点施策をはじめ各分野のプロジェクトを進める上では、今後も、伊賀市職員研修計画等に基づ
き、戦略的に施策を進め、専門的且つ市民ニースに対応できる職員を育成するため研修を積極的に展開していきます。

計画の推進

【行政サービス機能の充実】行政サービス機能の充実とあるが、それは本庁が一番の問題で
ある。支所は本庁伺が多くなり、現場（支所）の決定権が鈍った。

この項目は、庁舎内のサービス機能について記載しています。ご指摘の「支所機能」の内容については、計画の推進「7-1市
政への市民参加の推進」の「地域内分権を支える支所機能の充実」の項で記載しています。

計画の推進

現状と課題
これまで、厳しい財政状況と・・・効果的なマネジメントが実施されていない状況にありま
す。について
「実施しなかった。」に変更してください。
市が行ってきた行政評価システムは、行政評価制度とは程遠い取り組みになっています。
我々が考えている行政評価システムと市行政が行っている行政評価システムと違うのはなぜ
なのかを記述してください。

行政活動の基礎的単位となる「事務事業評価」への取組みを平成18年度から開始し、その上位レベルである「基本施策評
価」については、平成22年度から導入しています。計画の推進「7-2-3　行政の自立的な運営」で、「社会経済環境の変化に
よる厳しい財政状況が続くことを踏まえ、評価と改善を中心としたマネジメントサイクルによる行政運営を行うこととしていま
す。

計画の推進

【各種計画の整理統合】各種計画の整理統合とあるが、委員会が統合してしまうとぁ時が減
る。ということは現場の意見が拾い難くなる。多くの市民の意見が聴ける仕組みだけは絶対
に作っておくこと。

市民参加の促進等については、計画の推進「7-1-２　情報共有と市民参加」の「市民参加の促進と広聴機能の充実」の頁で
記載しています。
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基本構想

【基本構想　農住ソーン】長期的に計画を立てることが最も重要で、市外、他外から人が集
まるような場所を作る。例えば「花の園」のような、梅なり桜を広い範囲に植え、お花見が
できる場所、自然の中で人々が集まりたくなるような場所を作る。同時に地元の名産品の販
売をすることで、地域のPRもできる。他の地域にもみられるが、中途半端なものではなく、
大規模なものがよい。

土地利用の方針に基づき、平成22年９月に策定した伊賀市都市マスタープランの計画期間中でもあり、今回の策定では、土
地利用方針は変更いたしません。ただし、（仮称）再生計画、分野別計画４．生活基盤「歴史文化や風土と調和した、秩序の
あるまちづくり、効率的で持続可能な都市構成を目指した制度づくり」では、効率的で持続可能な多核連携型の都市構成とな
るよう、都市計画区域の再編と土地利用管理手法の設定を行うこととしています。

基本構想

【基本構想？】伊賀市への人口流入施策を打ち出すべきではないか。加えて村落部中心の過
疎化の中で、増加する空家活用対策を打ち出し、市外からの人口流入施策が必要ではない
か。

今回の総合計画策定では、厳しい人口推計の予測を念頭に置き、各分野において、政策・施策を設定していますが、特に6-
3の「地域活動や市域産業の担い手が育ち、活躍するまちづくり」の政策内では、地域の人材育成の促進の施策の中で、「移
住・交流推進事業」として、ご意見をいただいた、空き地や空き家の活用の視点により、事業に取り組むこととしています。

基本構想

【基本構想　土地利用の方針（農住ゾーン）】「農業、農村の持つ多面的機能を維持、発揮
し、食料自給率の向上と食料の安全保障の確立」等の文書が必要ではないか。

土地利用の方針に基づき、平成22年９月に策定した伊賀市都市マスタープランの計画期間中でもあり、今回の策定では、土
地利用方針は変更いたしません。ただし、（仮称）再生計画、分野別計画４．生活基盤「歴史文化や風土と調和した、秩序の
あるまちづくり、効率的で持続可能な都市構成を目指した制度づくり」では、効率的で持続可能な多核連携型の都市構成とな
るよう、都市計画区域の再編と土地利用管理手法の設定を行うこととしています。

基本構想

【基本構想　土地利用計画図】当地区（諏訪）は森林ゾーンに位置づけられているのか。 ゾーニングのなかでは、森林ゾーンに含まれています。なお、伊賀市都市マスタープランでは、森林ゾーン内の既存集落及び
その周辺の区分とし、地域の特色を活かし、農林地および農山村環境の保全を図りつつ、定住促進に努める地区として位置
づけています。

基本構想

【基本構想　伊賀市の「潜在力」地域を作る市民の力】住民自治協議会が設立されている
が、行政よりの依頼により設立されたものであり、行政の伝達機関のようなものである。市
民活力はあまり活発とは言えない。従来よりの行事を同じ様に実施しているだけである。そ
の行事を実行する担い手の若者が少なく、老齢化の一途であり、今後の運営が大変だと思
う。

再生計画分野別計画の6-4「地域活動や市民活動が活発なまちづくり」の政策の中では、少子高齢化や価値観の多様化など
により、住民自治協議会においても担い手の確保が難しくなってきているという現状と課題の中、自らが地域を構成するとい
う意識の啓発やまちづくりや地域の催事などへの参画を促す視点を記載しています。これらの視点を基に今後の施策を実施
していく事が重要であると考えています。

基本構想

【基本構想　「人が輝く地域が輝く」伊賀市　「今の暮らしに不便を感じ」】伊賀鉄道の将
来を考えてみると、今後増々不便さを感じる人が増加すると思う。伊賀鉄道が無くなれば、
伊賀市は陸の孤島に近い状態になる恐れがあると思う、

再生計画分野別計画の中では、伊賀鉄道については市のまちづくりに欠かせないインフラであるということを再認識する中
で、将来についても地域に愛され、より必要とされ、みんなで支えられるよう、沿線の各主体や鉄道事業者とともに活性化及
び再生に取り組むこととしています。

基本構想

【今こそ、こうした～取り組もうではありませんか】市役所職員の全員がこうした覚悟とと
もに勇気を持って取り組んでいます。市民と行政が一体となって、子や孫たちの世代のため
にまちづくりに取り組もうではありませんか。」に変更してください。

今回の総合計画については、市民の皆様や自治組織、市民活動団体、企業、行政などあらゆる主体が取り組むことを目指
し、策定しているものです。したがって市長・市職員だけが勇気と覚悟を持つだけでなく、あらゆる主体が、それぞれの立場
で、こうした意識を持ってまちづくりに取り組んでいうことが重要であると考えるため、市職員だけに限定したものとはしており
ません。

基本構想

【基本構想　市民の誇りである豊かな自然、それと共生する農林業】「有機農法」ではなく
「有機農業」です。変更してください。

有機農業とは、①化学肥料や農薬を使用しない、②遺伝子組み換え技術を利用しない、こと
を基本として、環境への負荷をできる限り低減する農業生産の方法です。（農林水産省の有
機農業の推進に関する基本的な方針から）

有機農法は有機農業をする農業のことであり、現実には有機農業と同義語として使用されています。どちらも自然環境や生
態系と調和した形で実践されることを目指した農業の１つの形態です。有機栽培、オーガニック農法などとも呼ばれていま
す。農林水産省では有機農業の推進に関する基本的な方針を策定し有機農業について推進を図っています。有機食品の
JAS規格に適合した生産が行われていることを登録認定機関が検査し、その結果認定された事業者のみが有機JASマーク
を貼ることができます。 この「有機JASマーク」がない農産物と農産物加工食品に、「有機」、「オーガニック」などの名称の表
示や、これと紛らわしい表示を付すことは法律で禁止されていることはご承知の通りです。ご意見いただきましたがここでは
「有機農法」とさせていただきますのでご理解ください。今後、有機農業や食品表示について広く市民に伝えていきたいと考え
ています。

基本構想

【基本構想　「市民」主体となり地域の個性が生きた自治の形成】「市は、これらの活動を
支援し、また、市自らも改革を進めるなど、市民が主体となり地域の個性が生きた自治を形
成します。」を「市は、市民参加と協働の力で課題を乗り越えるための自治を形成しま
す。」に変更してください。

新市建設計画における「新市のまちづくりの基本理念」や、その考え方を条例により明文化した伊賀市自治基本条例など、ま
ちづくりを推進していくための基本理念と整合を図るため、同じ内容としています。なお、いただきましたご意見については、次
回の自治基本条例の見直し検討の参考とさせていただきます。

基本構想

【基本構想　持続可能な共生地域の形成】「次世代に引き継いでいくことができる持続発展
可能な循環型の共生地域を形成します。」を「次世代に引き継いでいくため、限りある資源
の循環利用を促進するまちづくりを進めます。」に変更してください。

新市建設計画における「新市のまちづくりの基本理念」や、その考え方を条例により明文化した伊賀市自治基本条例など、ま
ちづくりを推進していくための基本理念と整合を図るため、同じ内容としています。なお、いただきましたご意見については、次
回の自治基本条例の見直し検討の参考とさせていただきます。

基本構想

【基本構想　交流と連携による創造的な地域の形成】「自由に行き来できる環境づくりに努
めるとともに」を「市民自らが、町作りに積極的に参加できる環境づくりにと努めるととも
に」に変更してください。

新市建設計画における「新市のまちづくりの基本理念」や、その考え方を条例により明文化した伊賀市自治基本条例など、ま
ちづくりを推進していくための基本理念と整合を図るため、同じ内容としています。なお、いただきましたご意見については、次
回の自治基本条例の見直し検討の参考とさせていただきます。
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概要資料

【概要　第2次伊賀市総合計画の策定】「市民目線で分かりやすい「総合計画」の策定をめざ
します」を「市民目線で分かりやすい「総合計画」を策定します。」に変更してください。

概要や構成については、説明資料の中で作成させていただいたものです。今回の再生計画の中での修正ではございません
ので、ご意見としてお伺いたします。

概要資料

【概要　第2次伊賀市総合計画の策定】「また、総合計画の策定・施策・事務事業からなる政
策体系を対象に、そのせいかや実績などを事前、中間または事後において、有効性、効率性
などの観点から評価するため、行政評価制度を本格導入します。」に変更してください。
ビジョンはプランにあらず。プランは政策を考えるアイデアです。ビジョンは実現に向けて
自分を動機づけていく媒介です。
Plan・・・計画（目的・目標の設定）
Do・・・・実行（計画の推進）
Check ・・評価（中間評価・達成度の評価）
Action・・見直し（見直し方針の決定）　　　に変更してください。

概要や構成については、説明資料の中で作成させていただいたものです。今回の再生計画の中での修正ではございません
ので、ご意見としてお伺いたします。

概要資料

【概要第2次伊賀市総合計画の構成】「市長が責任を持って実行に努めることを明確化しま
す。」を「市役所職員が勇気と覚悟を持って実行に努めることを明確化します。」に変更し
てください。（市長一人で実行できるものではないと思います。）

概要や構成については、説明資料の中で作成させていただいたものです。今回の再生計画の中での修正ではございません
ので、ご意見としてお伺いたします。なおご意見のとおり、市職員一人ひとりがこうした意識の基、業務の遂行に当たることは
当然であると考えます。

概要資料

【ムダのない財政　　市民目線・市民感覚による市政運営】「行政評価制度を本格導入しま
す。」の記述を追加してください。

概要や構成については、説明資料の中で作成させていただいたものです。今回の再生計画の中での修正ではございません
ので、ご意見としてお伺いたします。なお伊賀市政再生のための指針内、市民目線・市民感覚による市政では、市民目線・市
民感覚で市政を評価・検証できるしくみについて記述しており、また分野別計画の計画の推進内では、マネジメントについて
の取り組みを記述しております。

概要資料

【総合計画の期間と再生計画の期間について】基本構想に基づき総合計画が5年単位でされて
きたが、今回再生計画を第1次3年、第2次4年としている。この再生計画は議会議決なしでさ
れるとするのであれば、従来の後期基本計画と整合されたい。また、議会との関係で伊賀市
としての政策になるのか説明がいる。

今回の総合計画では、基本構想は概ね10年先を見据えたものとして策定し、再生計画については、市長の政策をより反映さ
せられるものとするため市長の任期にあわせた計画期間としています。計画の策定にあたっては、後期基本計画の評価を踏
まえながら策定しております。また議会にも内容について逐次説明をし、ご意見をいただきながら、策定に取り組んでいます。
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