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第９回伊賀市総合計画推進委員会 議事録 

 

開催日時 平成２５年５月１日（水）14:00～15:55 

開催場所 伊賀市役所南庁舎２階第１委員会室 

出席委員 松並 克己 

北村 幸生 

平井 つゆ子  （伊賀市民生委員・児童委員連合会 会長） 

堀川 一成   （上野商工会議所 副会頭） 

芝田 喜比古  （伊賀市人権同和教育研究協議会副会長） 

山出 美材   （伊賀市体育協会 副会長） 

廣澤 浩一   （伊賀上野観光協会 会長） 

菊山 順子   （伊賀の伝丸 副代表理事（伊賀日本語の会 代表）） 

山本 秀美   （行政改革推進委員） 

八尾 光祐   （住民自治協議会） 

 

議事日程 １ 開会 

２ 議事 

（１）「平成２４年度伊賀市まちづくりアンケート結果」について 

（２）後期基本計画分野別意見交換（現状と課題など） 

  ①健康・福祉 

  ②生活・環境 

 ③教育・文化 

 ④産業振興 

 ⑤交流基盤 

  ⑥しくみ 

３ 新しい総合計画策定方針・新市建設計画改定方針について 

４ その他 

 

議事概要 １ 開会 

 ◇会長挨拶 

（会長） 

ここに来てめっきり春らしい天候になり、まちなかでは忍者フェスタが盛

んに行われ、色んな所でＰＲしていただいており、３日からの連休は大変だ

なと思っている。 

そんな中で、伊賀市総合計画後期計画は平成２７年度までということだが、

今年から新しい総合計画の練り直しをすることとなり、最後となる。 

今日は、少し間が空きましたのでサイクルを巻き戻しながら、まちづくり
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アンケートの結果の報告もいただきまして、皆さんと一緒に、最終ですので

色々とご議論いただき、最終的にはそれぞれの分野のお立場で、次回の総合

計画に反映できるようなご意見がいただければと考えている。 

 

◇会議の成立等について（事務局） 

出席者１０名、欠席者５名、伊賀市総合計画推進委員会条例第６条第２項

により成立。 

また、本日の会議及び会議録は公開となるのでご了解いただきたい。 

 

 ◇経過等説明（事務局） 

資料１、２により説明。 

 

 ◇議事録署名人の選任 

   記事録署名人 山出委員、菊山委員 

 

２ 議事 

（１）「平成２４年度伊賀市まちづくりアンケート結果」について 

（事務局） 

  資料３、４、５により説明。 

（委員） 

回収されたアンケートの内５３％が旧上野市で、旧町村の方のご意見が少

ないため、特に交流基盤のところを読み取って行く時に、偏っているという

懸念はないか。 

（事務局） 

アンケートは、抽出の段階で人口比率に応じてそれぞれの地域の割り当て

数を決めている。従って、絶対数的にも上野地区が、アンケートを配布した

数も多いですし、回答していただいた割合も多くなっており、結果としてこ

ういう形になったとご理解いただきたい。 

（委員） 

例えば伊賀地区では１６６名の方が回収に応じていただいているが、それ

が全体の何％だったかというのは分かるか。 

（事務局） 

配布数が分かっているので、今資料に記載は無いが、伊賀地区では何％の

回収率であったかは分かる。 

（委員） 

非常に気になったのは、例えば人権問題では、一般の方を対象に聞いてい

るが、差別される側の意見というのは反映されてない。必要性がこんなに低
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いものなんだろうか、ということが私には懸念としてある。 

（事務局） 

人権に関する部分については、総合計画におけるアンケート以外に、人権

政策担当部局の方から、別途、例えば人権施策に関するアンケート等を基に

市の施策を立てている現状で、このまちづくりアンケートが全てではない。 

（会長） 

同じような意見だが、旧上野市と郡部というのは、全然回答が変わる。 

まちなかの問題に関しては、郡部の人はあまり分からない。反対に、農村

の問題はまちの人が全然分からない。その辺を一緒にしてしまうと、そのア

ンケートも中途半端で分からない。 

郡部に対してはこういう施策や PR をすべき、ということを分ける意味で、

もう一つ旧町と郡部との住み分けを、これは結果で分けられるわけなので、

分けておいた方が議論の対象となる。それは今でなくていい。議論する場合

にそのようにした方がいい。 

（事務局） 

今回はこのような形で、これまで同様にまとめたが、今後「新しい総合計

画」のアンケート調査として満足度や必要度についてもやっていく必要があ

るのかなと考えており、今ご意見いただいた地区別での集計結果というのも

出していきたいと考えている。 

また、現在、これとは別に「市民意識調査」も実施している。こちらにつ

いては、それぞれの地域で結果をまとめ、新しい総合計画の参考ということ

で、作業を進めている。 

（委員） 

人権の問題も、田舎と都会の問題も、ユニバーサルデザインの対象者にし

ても、外国籍の方や同和地区の人数にしても、該当者がマイノリティで少な

い。だから、一般的なアンケートでは、十万市民で薄まってしまうので、そ

こでの必要度というか必要施策が掴めないため反映できないかなと思う。 

そういう意味では、施策によっては、このアンケート調査で全部押しなべ

て判断するというのは非常に困難があるなと思う。 

それから、市民の傾向として、必要度については非常に高い６０～８０％

の中での順位になっており、満足度の方は、非常に低い一ケタ台から７０ぐ

らいにかけての中での順位になっている。 

そういう意味で、どちらかといえば満足度のほうに意識を持っていかない

と、必要度はほんの数パーセントで順位が変わってしまい、さっきから問題

になっている、郡部や障がいを持たれている方、同和地区の方等、圧倒的に

少ない対象者の場合は、順位がそこで下がってしまう。 

一般的に、これで伊賀市の全容が分かるという解釈ではいけない。 
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（委員） 

いま言われたことと全く同じで、一つの施策を講じる際には、ターゲット

になる層、それがマイノリティであっても、その層をターゲットにしたアン

ケートの必要性や採り方、考慮が必要ではないか。 

（会長） 

今後の参考ということで、施策をどこに集中してやらないといけないかと

いうことが大事だと思う。まちなかは一つの認識もされているが、郡部の方

は全然認識してないのではということも出てくるかと思う。 

一つそういった区分けをした中で、まちは強いけど郡部は弱い、郡部をも

う少しちゃんとしないと、等といった問題が出てくるのかなと思う。 

（委員） 

今回「わからない」を、「質問の意味がわからない」「関心がない」に分け

たが、やはりユニバーサルデザインとうところで、「質問の意味が分からない」

が回答９４件、約１０％ある。せっかく新しく付けた項目でもあり、今後基

本施策を作って行く時に、言葉は十分わかるかというチェックにもなる。 

（会長） 

質問しているユニバーサルデザインという言葉がわからないのでは。その

辺は注釈の中に入れてあげた方がいいと思う。 

（委員） 

注釈があっても読まない人がいる。外国人に対して「わかりやすい日本語」、

「やさしい日本語」を使って行くことも必要。 

 

（２）後期基本計画分野別意見交換（現状と課題など） 

（事務局） 

参考資料により説明。 

（委員） 

３点ほど事務局に確認したい。 

１点目は、生活環境の主要事業の５番、都市マスタープラン。例えば、３

月下旬に出された、３０年後の人口推計の中で、伊賀市の部分を見たが、人

口が約７万人。高齢化が約１０％進むというデータだったと記憶している。 

中活の思想と繋がっていくが、旧町村の役場のあったところを中心とした

それぞれの地域核を形成して、中心市街地との連携を図るというのが、都市

マスタープランの骨子だったかなという記憶がある。 

そういうことに基づいて、この５番は、中心市街地及び地域核に集積を作

って、行財政改革にもつながっていくわけだが、そういうことを表現してい

ると理解していいのか。 

２点目は、中心市街地の活性化推進事業だが、現在第１次計画を延長し、
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第２次計画をどうするかだが、「策定の視点」の項に、「まちづくり会社（タ

ウンマネージャー）を核とした」とある。残念ながら現在タウンマネージャ

ーは、アドバイザーという形になっているが、その辺を事務局はご承知か。 

なぜそうなったかというと、資金不足。本来の国の考え方では、タウンマ

ネージャーを設置して、ということだったが、残念ながら資金が足りないの

で、関わってもらえる日数が足りないため、現在アドバイザーという形で活

躍いただいている。 

１次の時から私は関わっているが、当初はタウンマネージャーということ

で行政の方から説明していただいた。 

ところが、ふたを開けてみれば、商工会議所は一生懸命動いたが、行政の

方からは人もお金も出てこないので、結局タウンマネージャーということで

国へ申請しながら、実態はアドバイザーとしてしかお金が捻出できなかった。 

２次計画の中でタウンマネージャーを置けるようにという前提で入ってい

るのかどうか。１次計画から２次計画へ入っていただきたいわけだが、その

際には名実ともにタウンマネージャーとしてこられた方が活躍できるよう

に、スタッフの面とか資金的な面とかその辺を考えた上で２次計画に入って

いただきたい。 

要は、結論から言えば、現在中活事業と言っていますけれど、似て非なる

ものであるという風に思っておいてほしい。 

従って、中活の責任者としては、中心市街地の「広域かつ総合的な」とな

っているが、総合的には合っているが、広域ということについては、アドバ

イザーの活動時間が制約されているため、なかなか無理があり、一致してい

ないという感触を持っている。 

その点で、この表現でいいのかどうか確認しておきたい。当然、庁内の推

進会議でも２次計画の検討はされていると思うが、その辺の問題点を分かっ

ていただいているのかどうか、その辺をお伺いしたい。 

最後、３点目だが、「しくみ」の２番目の、市庁舎の整備というところ。 

この市庁舎というのは本庁のことかなと思うが、総合計画の方では現在地

に置くという記述が、これは中心市街地活性化の国への申請との関わりであ

ったと思うが、確か委員長が市長に答申された時だったか、なぜか消えてし

まった記憶がある。その辺今どうなっているのか教えていただきたい。 

（事務局） 

今説明したのは、現在の後期基本計画を策定する際に、その時の主要施策

として掲げたもの。従って、現時点と、策定の視点や主要事業の中で少し違

っているところがある。 

そんな中で、ご指摘いただいた都市マスタープランの関係だが、人口推計

の中で今後もまた人口が減って行くということは我々も承知している・ 
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地域核を形成して市街地との連携を進めるという中では、第２期計画を作

成するに当たり、これまでの中活の計画では、中心市街地の活性化に主眼が

置かれる中、周辺の地域はどう考えて行くのかということを考慮して、これ

までの５年間の取り組みを、これから検証して行く必要がある。 

中心市街地以外のそれぞれの地域の方々が、中心市街地に向けてどのよう

な思いがあるのかということも踏まえた中で、作っていくことも考えている。 

従って、この土地利用の管理手法の策定においては、都市マスタープラン

に基づいて進めている。 

２番目の中活事業についても、タウンマネージャーの件に関しては、確か

国の補助をもらいながらやっていた部分もあった。そんな中で、資金不足が

原因で、ということも、担当は十分把握していると考えている。 

そうした中、市街地を活性化するため、周りの地域がどのように思ってい

るのかということも踏まえて、２期計画の策定作業を進めている。 

市庁舎の整備については、総合計画のところで、これは当時の平成２３年

の３月議会に上程した際に、一部文言の修正があった。 

その際に、現在地というのは取られ、現在の後期計画は「新庁舎は全面改

築するとの基本方針に基づいて、本庁・支所の機能分担に配慮しながら、誰

もが使いやすく、市民の安心な暮らしを支える拠点施設として、庁舎建設を

進めます」という文言に変わっている。 

そんな中で、昨年１１月２１日に、新しく岡本市長が就任され、この庁舎

建設についてはゼロベースで見直すという中で、残っている南庁舎の活用、

また、本庁支所のあり方も含め、新たな市庁舎の考え方を、様々な方から意

見をいただいた中で、検討して行くこととなっている。 

従って、質問にあったように、中活事業の中で、公共施設をこのエリアの

外に出していくことの問題やその他の問題についても、市長も十分認識して

おり、今後も色々な方々から意見をいただく中で、庁舎建設について作業を

進めていくこととなっている。 

（委員） 

この庁舎の問題について、西部地区は、行政側から、現在地へ新築という

形での同意が求められた。それに同意するに当たり、住民自治協議会として、

建設するといえば費用もかかる、あるいは、小さな本庁でもいいじゃないか、

今あるものを活用する方法でもいい、等色んな検討をした結果、建設という

言葉を抜いて、現所在地に本庁舎を設置する、という文言で同意した。 

設置なので、この建物を利活用するか、あるいは後ろや隣の空いていると

ころに本庁的な小さなシステムを作るか。これは破棄されていないし、行政

との同意なので、その辺をもう一度ちょっとお考え頂きたい。 

（会長） 



 7 

白紙に戻す、ということは、それも白紙に戻るのかな、という風にも思う

が、まあしかし、みなさんに意見を出せとか判断しろということではなくて、

そういう過程があったということ、積み上げてきたものもあるということだ

けはご認識いただきたい。 

前に委員が言われたように、議会で覆されるということも、皆さんのご意

見が磐石じゃなかったかなという意見のように思えますので、その辺は、次

期に総合計画を作る時には、あんまりきちっとしたことは書かない方がいい

のかな、反対に誤解を招かないかな、という様にも思う。 

１年かけてあれこれ言いながら練ってもらったつもりだが、さらっと却下

されたということで、あまり次回にはあってはならないんだろうなと思うし、

議会としても、今の庁舎を決めておきながら、市長にひっくり返されたとい

うこともあろうかと思うが、やはり大事な決定機関で決められたことについ

ては、それなりの説明があっても然るべきと思う。 

それぞれ皆さんも地域、業界、業者の代表で来ていただいているので、い

ろんなことを現場で経験いただいている。そういった意見もやはりきちんと

認識いただかないといけない。 

今の質問も、住民自治も関連しているところがあるんじゃないかなと思う

が、そういったことも一緒に考えていただけたらなと思っています。 

よく審議会、芭蕉顕彰会もそうだけれども、意外と中心市街地活性化委員

会と全然連携もされてないように思う。 

まだ、今トップの委員が来てくれているから物言えるけれども、芭蕉翁記

念館建設の話でも、その辺は置き去りで、俳句をやっている人とか、そうい

う方々で議論されている。そうすると、かたやまちづくりはこうしないとい

けないと言う、中活はこうしなければと言っているし、かたや建物だけを考

えて立地もそこで思案している。ちょっとおかしいんじゃないかと思う。中

活のビジョンも少ないのかもしれないですが、中活自身が、こういうまちづ

くりをして、こういう絵を描いて、芭蕉翁記念館はここにしてくれ、という、

こういう導線にしたらこうなってという要望があっても然るべきと思う。 

私も芭蕉翁記念館建設に関わらせていただいていますけれど、もうちょっ

と広い視野の中で議論していかないと、あっちはあっち、こっちはこっちで

というような情勢では上手くいかないのではないか。これは将来的な形とし

て一つの参考にしていただいたらいいのではないか。 

（委員） 

ものを一つずつ単発でしか見ていない様な所が多々ある。 

中活との関係と言うが、中活以外の方の意見が出てきていない。一方的な

組織の中での事業展開が多い気がする。もう少しグローバルに、このまちを

どうしたらいいかを根底に一つ一つの事業を考えていかないと。 
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委員は中活のトップだから中活の立場で言われているが、郡部の方の中に

はどんな意見があるかわからない。もう少し広い視野の下でものを考えてい

かないと。色んな委員会を見せてもらっていてもそのように感じる。 

中長期的にこのまちをどうしていくかを考えて、昔の上野市単独でやって

いる時は単独でいいけれど、やっぱり５町村と寄ったときに、どの地域の人

にも生活圏があるわけで、その人も同じように市税を払っている。 

だからその中で、みんながどのようにしていくか、このまちに住んで良か

ったなと分かるような方向性を出さないと、芭蕉翁記念館、中活、庁舎の問

題も然り。そういう点をもう少し考えていかないと横のつながりがなくなる。 

たとえば、中活なら、まちの中に人を歩かせるために、芭蕉翁記念館を真

ん中に持ってこないといけない。ただ、俳句をされている方からすれば、あ

んなまちなかではだめと言うこともあるかもしれない。もう少し緑の多いと

ころへ持っていった方が、といわれるかもしれない。それはやはり、市民の

意見を聴取するような形で進めていかないと、一部の人の意見だけで進めて

しまっているのが今までの経過ではないか。 

庁舎問題も、特に郡部の方の意見等はこれまで反映されていたのか。 

最初、前市長の就任時には、小さな本庁大きな支所という感覚だったが、

いつの間にか本庁に全部集めてしまって、支所はどうなるのか。そこには生

活されている方がいるのに、そういうことを考えないと、一方的に考えるか

らこういうことになる。行政としてこれからものを考える時には、横の連携

とか、あらゆることを考えていただかないと、単発でやるごとに問題が起こ

ってくるのではないか。個人的な意見で申し訳ないですが。 

（委員） 

私が先ほど申し上げた、都市マスタープランには、旧町村の地域核と中心

市街地との連携ということがしっかり書いてある。それも同じ発想。それが、

いつの間にか中心市街地だけクローズアップされたが、行政のベースとして

はこの都市マスタープランを下敷きにしてやっていこうとしているので、そ

れぞれの町村の地域核、つまりそれぞれの地域で中心市街地を作ってくださ

い、というのがこの都市マスタープラン。それをどのように連携するか。 

この都市マスタープランが、意外と住民の方でも知られていない。行政で

も忘れられている方もいる。 

だから、アンケートの意見も町村はどうでしたか、ということを質問させ

てもらったが、中心市街地だけが暴走しているというのではなく、私は常に

それを意識している。 

町村の方でも、先ほど申し上げた人口の減少、高齢化に基づいてそれぞれ

の地域核を作ってもらわないともう持たないと思う。だから、そういうこと

を、都市マスタープランを分かってもらった上で、地域との連携、また、会
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議所の立場になれば、６次産業化ということで、やはり農業・林業と商業・

サービス業との連携ということ、連携せざるを得ないということで今動いて

いるので、私は決して郡部の方と別でやっていこうという考えではない。 

（委員） 

まちづくりアンケートの、私の担当分野、教育・文化の中でお伺いしたい。 

生涯スポーツの担当者として、我々団塊の世代が６５歳以上にだんだんな

ってきたということで、スポーツを通じて親睦と健康維持を目指して現在活

動しているが、今までは支所を通じて集約し、住民の参加を募る等動いてい

たところ、大山田では住民自治協議会が３つに分かれて、機能的には便利に

なったかもしれないが、例えば１１月にあるスポーツフェスタなどに関わっ

てくると、人を集めたり、集約できる場所、人がいないという現状が起こっ

てきた。 

今、大山田のスポーツの活動としては、ちょっと休会させてくれというこ

とが出て、理事会で承認された。この辺も、今後住民のあり方のところで、

片やスポーツによる健康維持や親睦ということで住民を盛り上げたり高めた

りということを求めながら、何かある意味逆行しているような休会という残

念なことが起こったことは、どこかに住民の満足度を損なうようなしくみが

生じてきたのかな、というようにも思っている。 

この辺のところにも意見なり、事務局としてご回答いただけることがあれ

ば、まとめにくい話で申し訳ないがお願いしたい。 

（事務局） 

個々の住民自治協議会の活動がどうなのか、というところもあると思う。 

市内に３８の住民自治協議会があって、いろいろな取り組みをしていただ

いているところもあれば、毎年恒例のイベントしかできないというところも

あり、取り組みの温度差があるのが事実。 

今お話にあった大山田も、昔であれば一つとなっていたのが、住民自治協

議会が３つになり、核が３つ出来てしまった、そんな中で温度差があって取

り組みができないのかもしれない。 

ただ、島ヶ原以外の地区では支所単位で住民自治地区連合会があるが、そ

ういった連合会での取り組みもこれからは大事になってくるのではないか。 

自治基本条例の中の「補完性の原則」で、個人でできないことは家族、家

族でできないことは地域という中では、個々の住民自治協議会で出来ないこ

とを、もう少し範囲を広げて、大山田の住民自治地区連合会の中で取り組ん

でいくというシステムを考えていただくというのが、地域性が色々あるが、

一般的にはまとまって行くやり方の一つではないか。 

（委員） 

私はこのアンケート結果の見方が、どう理解したらいいのかわからない。 
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例えば６３番。「住民自治活動を活発化させる」というのが、満足度でいう

と１４位に入っていて高い。必要度は６４位。それはもう必要ないと思って

いてそういう順位になっているのか、それともあきらめの６４位なのか。 

それから、見直しが必要という２８、３０、３５、５５。その全てにおい

て、見直す時にちゃんと中身を把握しないと、見直しも怖いなと感じた。 

（事務局） 

例えば、ご指摘の住民自治活動について、そこまで分析できていない。 

この住民自治活動について必要度がどうなのか、担当している地域担当職

員が肌で感じている部分はあるかもしれない。住民自治活動を活発にされて

いるところもあれば、そうでもないところもあるということも、我々も聞か

せていただいている。 

そんな中で、すごく活発で現状でいいからそんなに必要は感じてないとい

う場合もあれば、半分諦めというのもあるのかもしれない。 

行政としては、これからは職員が現場に赴いて、色んな声を聞いたうえで

判断して行く必要がある。 

（会長） 

アンケートに答えた人は、昔の町内の方が長い歴史があるから、あまり住

民自治協議会に馴染んでないのではないか。 

個々の人間は直接住民自治協議会との関係が出てこない。町の役員さんが

行って会議をしている。なかなか地域の人たちに浸透していない。 

例えば、西部の住民自治協議会がグラウンドゴルフ等色々やってくれてい

るが、西部公民館がやっているように受取っている。市民というのはそんな

ものだと思う。 

一方で町内会の総会となったら沢山来る。それは、昔からの歴史があって、

町内会というのはみんなでやってるという意識を持っている。その辺の温度

差は無茶苦茶あると思う。   

（委員） 

実際担当させていただいている者としては、私の地区は１８町、約１，６

００所帯、約３，７００人いるが、全ては住民自治協議会がまとめているけ

れども、その３，７００人の人に浸透するのには、やはり長い歴史がある末

端の自治会で、各々小さなまちづくりをすることが必要だといっている。 

そういう中で、私は色んな運動をしているが、若い人とお年寄りと分かれ

てしまう。なぜかというと、住民自治協議会は、若い人には馴染みやすいが、

お年を召した方々にとっては、何をするにも自治会単位の地域で行いたい、

大きな単位でやるとなかなか参画できない、補完性の原則というのがまだ市

民には浸透していない。それが一つの大きな課題でもある。 

それから、住民自治協議会の会長というのは、私のように、長くやってい
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るとだいたい把握できるが、この頃は２年で１期という地域や、郡部の方で

は区長会の任期が１年というところもある。そうすると、次から次へと変わ

っていかれて、その中の代表者が住民自治協議会の会長もされている。する

と２年で一回転している。すると、地域の事情も分からない。やはり、２期

４年ぐらいしていただくと、かたまった運動方針や活動が出てくる。 

私が担当している、この中心市街地は、４００年の歴史を持っている町と、

新しく開発されたところがある。 

また、東部地域だと、上野と名のつく４００年の町があり、緑ヶ丘は昭和

の町、もう一つは平野等平成の町の３つの町を統括している。これはとても

じゃないが出来ない。 

私のように、４００年の町は色んな考えの方がいますが、いざとなったら

まとまりが出来てくる。それだけに、色んな形で、まちづくりといったら４

００年の形を潰していかないといけない面もあり、並大抵のことではない。

住民自治協議会というのはそういうもの。自治会の上に住民自治協議会があ

るという概念が変わらないということ。 

 

３ 新しい総合計画策定方針・新市建設計画改定方針について 

（事務局） 

資料７、参考資料により説明 

（会長） 

はい、ありがとうございます。 

新しい策定方針が今示されたが、現在の後期計画よりも後退するのではな

く進歩させて、前向きな形で新しく作っていただけるとありがたいと思って

おり、期待したい。今までの皆さんの意見も、反映していただければ、より

一層住民としてのわかりやすさや施策の重要性が出てくるのではないか。 

時間も押しているのですが、これだけは次への要望として申し上げておき

たいな、ということがあれば、ご意見をいただきたい。 

（委員） 

２点お願いしたい。今日テレビを観ていたら、佐賀県武雄市が、病院の民

営化、図書館の民営化、そして職員の給与は税収が増えたら上げるというや

り方の３つをやっていた。病院も赤字を脱却したということで。医師会との

色んな軋轢もあったようだが、市長がそれを乗り越えた。 

伊賀市の場合は、医師会だけではなく岡波病院との絡みもあるかとは思う

が、アイディアとして。図書館も、民間に任せて４万市民の中で１年間に１

０万人来る施設になったということで、民間の力を使って行くということも、

今のところあまりないので、それを一つ頭に入れてほしい。 

もう一つは、人を育てるということ。 
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活性化に関わっても、マンパワーというのはとても大事なことで、例えば

市街地でシャッター通りが出来てきているが、アイディアとして白鳳高校と

コラボレーションしたら非常に面白いなと思っている。 

白鳳高校は、木工や建設に関わる力や電気配線の力も持っているほか、材

料は農業関係で野菜を作ったり米を作ったり出来、料理も出来る。 

三重県では成功例として「まごの店」があるが、白鳳の場合には他にも色

んな力があるので、それが空き店舗で利用できると、作るところから配線か

ら材料から調理から全部完結する。上手く活かせると面白いと思うし、それ

が若い人達を育てて、市街地での色んな可能性を引き出すのではないか。 

施設や年寄りだけが頑張っていても多分だめで、新しいまちの担い手が出

てこないといけない。マンパワーを育てて行くという視点をぜひ新しい計画

に入れていただきたい。 

（会長） 

ありがとうございました。 

武雄市の問題にしましても、たしかに指定管理者に任すということも大事

だと思う。実は伊賀市でも、ちょうど私が観光協会を引き受けた時に、鍵屋

の辻の伊賀越資料館を受けた。 

まちのひとに保存会を作ってもらい維持管理をしてもらっており、年間２

００～３００万円赤字が減った。保存会の方々には小遣い銭ぐらいで維持管

理をしてもらっているが、家に閉じこもっているより良いとのご意見もいた

だいているし、古陶館も去年から、伊賀焼の組合にやってもらっている。 

徐々にそういうことをしているが、大きな病院となると、しっかりと計画

性を持ってやらないと難しいかなと思うので、いろんなことを参考にしてい

ただいて、そういうことをするのもいいのかなと思う。 

行政が、税金をいかに使わないようにするか、というための指定管理だが、

今の指定管理というのは、ある程度のお金を管理料として支払ってやってい

くものであり、無償でその施設を貸すということだけではなく、ある程度従

来の経費が要るのかなと思う。 

その辺もこれから、検討いただきながら、目に見えた赤字は仕方ないんで

すけれども、努力して黒字にしてもらう、と。民間の力をそこで借りるとい

うことも、これから大事かなと思う。 

今、大変貴重なご意見を頂戴したので、そういうことも将来に向けてのビ

ジョンの中に入れ込んで、いかに無駄遣いもせずに、借金も返して、健全な

市政にしていただきたい。 

（委員） 

資料７改定方針の４ページの策定体制というところで、住民自治地区連合

会というのがあるが、例えば私が住んでいるのは南部ですが、旧上野市とか
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旧上野町の区切りでそれに相当するものがありますか。 

（委員） 

連合会は支所単位。上野支所にも、まだ正式的というよりも、連絡会とい

う形をとって発足した。発足したけれども活動はゼロだが。 

（委員） 

島ヶ原地区は設置されていないので第２６条で云々と書かれているが。 

（委員） 

あそこは地区が一つで連合が出来ない。他は、大山田地区で３つ、阿山で

もいくつかある。そこでの連合は出来る。上野も２０地域の連合が出来た。 

（委員） 

そうすると、市民としてこの意見というのは住民自治協議会を通じてとい

うことで、その上野の連合会はちゃんと機能しているか。「市長が諮問し」と

いうことになっているので、その辺の機能が整っていないと、市長の諮問に

対して我々が住民として意見が出来ないことになる。 

（委員） 

まだ、ちゃんと機能はしていないが、努力したい。この４月に新年度で新

しい会長が出てこられたら一つ旗を揚げたいと思っている。 

（委員） 

はい、わかりました。 

（委員） 

一点だけ要望したい。 

総合計画ということで、細部に亘ってこういうアンケートで出さないとし

ょうがないが、市民目線から言えば、１０年先にこのまちはどういうまちに

なるのかが大事。それを決めるのは難しい話だが、一つの方向性として、グ

ローバルプラン的なもので、あらゆるものが満足できるというのは難しいと

思うので、このまちは将来こういうまちになるというものを示していただく

と、若い人達も希望が持てるのではないか。 

一つ一つの項目は大切だけれど、それを一般の若い人が理解できるかとい

うとなかなか難しい。それよりも、自分が住んでいるまちはこういうまちに

なるかも知れない、という希望を与えるだけでもいいんじゃないかな、と。 

そういう方向で一つ考えていただけたら、若い人も地元で起業しようと思

うかもしれない。 

今は、これ１冊見せていただいても、どのまちも同じような問題点ばかり。 

ただ、地域間競争ということで、伊賀市がよそのまちに勝っていくために

は、という中でスタンスを決めていかないといけない。 

（会長） 

はい、ありがとうございます。ご参考にしていただきたい。 
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「安心安全のまち」ということが総合計画の最初に書いてあって、分野を

小分けして色々書いてあるが、まちの雰囲気が分からない。 

例えば飛騨高山なら高山の雰囲気があるが、上野のまちってほんとうにど

っち向いて行くのか、商業で行くのか観光で行くのか工業で行くのか、その

辺も分からない。 

１０年先にはこういうまちにするんだ、というものがないから中活も作り

にくい。どこまでまちなかを整備したらいいのか、という問題も出てくるの

ではないか。 

図書館の問題も然り。そういう全体的なグランドデザインが出来ていない

と思います。 

その辺は一つ線を引いて総合計画を作っていかないと、福祉は福祉のこと

しかわからない、産業は産業の方しかわからない、農業は農業のことしかわ

からないという形になってくるのではないか。 

これから、テレビでよくやっているが、観光は里山ばかりになってくる。 

伊賀市というのは里山というのがちょうど当てはまるまちであり、それを

これから観光の面でも活かして行く、総合ビジョンの中にしっかりと入れて

いかないといけない。 

そういうことを考えたビジョン、先ほども地域核というのが出ていたが、

観光でも地域核は必要であるし、観光協会はまだ合併できない状態。それは、

やっぱり地域核。地域の特異性を地域が守っている。これは大事な話で、そ

れが上手く連携出来ればいい。 

新しい市長誕生の下での総合計画、重点事業をそれぞれ挙げていただいて

いるが、それをどうクリアしていくか、どういう施策にして行くかというこ

とをしっかりとビジョン・計画を作っていただいたらと思う。 

当初は３時半に終了するつもりだったが、皆さんがあれも言いたいこれも

言いたいという顔をしていたので、全部の意見を概ね聞かせていただいた。 

総合計画基本計画から関わっていただいた方もいるが、ほんとうに長い間

ありがとうございました。 

ここからは、新しい方々、中には何人か残っていただける様だが、私は今

回引かせていただいて、観光協会としては若い衆を出そうかなという計画を

している。新しい計画には新しい人間が行くということで前向きに考えてい

るので、どうぞ皆さんも、たとえ引かれても、いろいろな行政への協力、あ

るいは伊賀市のためのご努力をいただきましたら幸いと思っております。 

この辺でマイクを事務局の方へ返させていただく。ありがとうございます。 

（事務局） 

長時間に亘り色んな意見を頂戴した。先ほども説明した中で、本年度は新

しい総合計画を策定し、新市建設計画についても、これから改訂作業に入ら
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せていただく。本日いただいた皆様方のご意見も参考にし、よりよい誇れる

伊賀市を目指して、その指針となります総合計画の策定をしたいと考えてお

ります。 

  委員の皆様には、お世話になりありがとうございました。 

 

 


