
個別施策質問の回答 資料２

基本施策①

生活課題

担当課

秘書広報課

総合危機
管理室

政策２　まちを良くする意欲が反映されるしくみ

基本施策①

生活課題

担当課

人事課

個別施策名

施策2

個別施策名

施策1

積極的に創意工夫し立案できる職員の育成ができている

政策１　一体感を生み出す市民と行政の協働のしくみ

伊賀市としての一体感を生み出す

合併前の旧市町村区域にとらわれず、市が一体となっている

行政職員の専門家としての能力や意欲を高める

Ⅵ　しくみ

行政情報の発信
②防災無線の現状について教えていただきたい。

Ⅵ　しくみ

基本施策番号５７

質問内容

①ケーブルテレビ加入率の対象は？（伊賀上野ケーブルテレビ・アドバンスコープ）

回　　　　答
①
世帯数に対する行政チャンネル及び多チャンネルプランに加入されている世帯の割合で算出しています。
　ICT　66.3％　ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｺｰﾌﾟ　59.8％　合計　65.6％（平成２３年３月末現在）

②
現在、防災行政無線（同報系）に関しては、屋外拡声子局１３３局を設置を完了している他、ＭＣＡ無線機９０局、簡易無線４局を市の関係施設に配
置しており、屋外拡声子局の増設を含めた今後の防災用情報システムの配備計画等については、庁内で検討委員会を立ち上げて検討を進めて
おります。

基本施策番号５８

現在、伊賀市では、自己のスキルアップのための資格取得等についての便宜は一切行っておりませんが、職務等で必要とされる免許・資格の取
得や更新を行う場合には、職責遂行のために課されている職務専念義務を免除することとしています。更に、職員の公務に関する能力の向上に
資すると認められる場合は、地方公務員法の規定に基づく「修学部分休業」制度を設け、２年の範囲内かつ１週間のうち勤務時間の２分の１を超え
ない範囲内において、学校教育法による高等専門学校、大学、専修学校、各種学校等へ修学することを可能としています。
また、現在、青年海外協力隊などへの現職参加の制度は設けておりません。

質問内容

職員意欲を能力の向上
職員が専門的な勉強をしたいと思った時や資格を取りたいと思った時に、何か便宜を
図っていますか。
また、青年海外協力隊などへの現職参加の制度はありますか。

回　　　　答
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個別施策質問の回答 資料２

担当課

人事課

担当課

人事課

施策2

職員意欲を能力の向上

現在の伊賀市における専門職としての採用は、保健師や建築職など４１名で、行政事務職６８６名のうち約６％程度となっています。
今後については、明確にどの職種と申し上げることはできませんが、保健・福祉分野などで更に専門職の充実が必要であると考えており、時代に
見合った職種の採用を実施してまいりたいと考えています。

職員に対するアンケートは行ったことがあるのか。
職員自身がどう感じているのか知りたい。

現在の「伊賀市人材育成基本方針」（平成１８年３月）は、合併前の旧上野市のみが策定していた「上野市人材育成基本方針」（平成１６年４月）を
素案とし、平成１７年４月時点の社会情勢や新市建設計画及び自治基本条例の整合性を考慮しながら修正を加え策定したものです。この策定の
際、素案とした「上野市人材育成基本方針」は幾重ものプロセスを踏んで策定されており、その一つとして、平成１５年に職員へのアンケート調査を
実施しています。
そのアンケートにおいては、「仕事で能力を活かしているか」という問いに対して、41.2％の職員が「活かしている」と回答しています。また、「仕事に
やりがいを感じているか」という問いに対しては、50.38％の職員が「感じている」と回答しています。また、「今後伸ばしたいあるいは伸ばすことが必
要と考える能力・資質は」という問いに対しては、①「職務遂行に必要な専門知識」が最も多く、次いで②「企画立案能力」、③「市民に対する表現・
説明力」となっています。

質問内容個別施策名

適材適所の人材活用
現在の市職員における専門職の採用割合はどれくらいですか。
今後はどのような分野に専門職を採用していく予定ですか。

回　　　　答

質問内容

回　　　　答

個別施策名

施策1
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個別施策質問の回答 資料２

担当課

人事課

個別施策名

施策2

OJTについては、伊賀市職員研修計画において職場内研修としての位置付けを行っており、各所属において日常の執務を通じ実務上の必要な知
識、技能及び態度などを向上させるものとして部下育成・指導にあたっています。また管理職研修においても、部下育成のツールとしてOJT活用の
意識付けを行っていますが、計画的に実施できていないという部分があったり、現場での活用の仕方が分からないという部分があったりしますの
で、第２次行財政改革大綱の中の実施計画として掲げている「OJTマニュアルの策定」を平成２４年度に行い、それに沿ったOJTを推進してまいり
たいと考えています。
また、庁内公募制度については、毎年人事異動の際に市の重点施策について庁内での公募を行っており、本年度は当該制度により１名の人事異
動を行っています。
なお、複線型人事制度についても、第２次行財政改革大綱の中の実施計画の中で必要性を検証することとしていますが、一昨年人事院勧告で示
された定年の引き上げに伴い、組織活力維持のための方策として役職定年制、短時間勤務制などの導入と合わせて国の動向も見ながら総合的
な人事施策の一つとして慎重に検討していく必要があると考えていますため、現在導入しておりません。

質問内容

適材適所の人材活用 複線型人事制度、ＯＪＴ、庁内公募制度はどれ位実施されているのか。

回　　　　答
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個別施策質問の回答 資料２

基本施策②

生活課題

担当課

秘書広報課

担当課

秘書広報課

施策2

個別施策名

施策2

個別施策名

基本施策番号５９

市民の意見が反映され、有効なものは実施されるしくみがある

質問内容

意思決定への市民参加
市民の意見が反映され、有効なものは実施されるしくみがある。
どのようなしくみを考えられているのか。
又、具体的な目標を説明して欲しい。

意思決定への市民参加
①パブリックコメントの取り扱いについて説明してください。
②各審議会等の委員の決定方法について説明してください。

質問内容

　意思決定への市民参加については、自治基本条例第１６条に「市は総合計画をはじめとする重要な計画の策定に際しては、その手続きを公表
し、意見を求めるよう努める」と規定されており、パブリックコメントを募集し、市民の意向や意志の反映に努めています。
　また、審議会その他の附属機関の委員には公募委員を加えるよう努めなければならないと同条例第１７条に規定されており、公募委員の選出に
ついては、それぞれの審議会設置条例に規定されています。
　さらに審議会は原則として公開しなければならないと同条例第８条に規定されており、会議開催の事前公表と会議録及び会議資料の公開をホー
ムページで行い、意思決定の市民参加に努めています。
　具体的な目標としましては、パブリックコメント実施数を年間１２件、審議会の公開率を８６％としております。

回　　　　答

回　　　　答
①市民の意見を市政に反映させ、市民と行政が協働して市政の推進を図るため、パブリックコメントを募集しています。自治基本条例第１６条に
「計画策定における市民参加の手続き」として、「市は総合計画をはじめとする重要な計画の策定に際しては、その手続きを公表し、意見を求める
よう努める」と規定されています。そして、公表の内容や方法、意見の提出、さらに市の考え方をホームページや資料で公表するよう、伊賀市パブ
リックコメント制度実施要綱で規定しています。
②各審議会につきましては、「附属機関の設置等に関する条例」により、それぞれの審議会設置条例で位置づけされています。また、各審議会等
の委員については、選任の基準や重複選任の制限、公募による選任等について、「附属機関の委員等の選任に関する基準」に規定されていま
す。なお、個々の審議会等の委員の選出については、それぞれの審議会設置条例等に、定数や委員の選出区分、任期等が規定されていますの
で、それにより選任いただいています。

政策２　まちを良くする意欲が反映されるしくみ

市民の有効な意見をまちづくりに反映させる

Ⅵ　しくみ

4



個別施策質問の回答 資料２

基本施策①

生活課題

担当課

管財課

総務課

市民活動
推進室

担当課

総務課

個別施策名

施策４

質問内容

①新庁舎を全面改築しなくてはならない理由の細部について教えてください。
②また、現在ある支所をどのように活用するかについても細部について教えてください。
③各市民センターの運営についても教えてください。

③地区市民センターにつきましては、現在市内３８地区の全域に設置しております。運営につきましては、市の嘱託職員を配置して、施設の管理か
ら市から地域への連絡事務や諸証明の取次業務、災害時の対応、住民自治協議会に関することまで幅広く対応をしていただいております。
　職員体制につきましては、上野支所管内の２１センターにつきましては、公民地区館分館として位置付けられており、３名体制としております。他
の旧町村管内の１７センターにつきましては、２名体制で運営を行っています。

市内各地域の特性を活かした分権型のまちをつくる

市街地や中心部だけでなく、地域の特性を活かし、全体として地域が発展している

②自治基本条例に規定があるとおり、住民自治活動の支援に主眼を置いた業務を行うため支所を設置します。支所の権能や配置する人員により
使用するスペースについて検討していく必要があります。

市庁舎の整備
本庁・支所の機能分担とあるが、一部では支所がなくなるとか聞こえてくるが、将来ど
うなるのか。

回　　　　答

回　　　　答
①(1) 耐震力不足（南庁舎 IS値＝0.27 北庁舎 IS値＝0.22）　(2) 老朽化（1963年～64年建築、コンクリート強度不足=13.2N/㎜、雨漏り、上下水道
管劣化、空調設備等劣化）　(3)執務面積不足（現10,989⇒総務省基準（403人）14,103㎡）　(4)バリアフリー対応課題（改修でのレベルアップに限
界）　(5) 過大な耐震・大規模改修費（約30億3千万円）　（6）庁舎内駐車場不足（現133台）

政策３　だれもが輝くまちをつくる地域内分権のしくみ

Ⅵ　しくみ

基本施策番号６０

自治基本条例に規定があるとおり、住民自治活動の支援に主眼を置いた業務を行うため、当面は支所を設置します。業務の整理により本庁で一
括して対応する業務の増加、地区市民センターが支所の権能を担うということになれば、支所の必要性が低下若しくは無くなります。

質問内容
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個別施策質問の回答 資料２

担当課

企画課

担当課

総務課

個別施策名

本庁・支所業務の適切な見直し

質問内容

施策２

個別施策名

施策３

質問内容

自治基本条例に規定があるとおり、住民自治活動の支援に主眼を置いた業務を行うため、当面は支所を設置します。

回　　　　答
別紙

行政側の今後の支所のあり方の方針は。

回　　　　答

自治基本条例の見直し作業が進められていると聞いていますが、どんな点が修正な
どされているか分かる範囲で教えてください。

支所による住民自治活動の支援
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個別施策質問の回答 資料２

基本施策①

生活課題

担当課

市民活動
推進室

基本施策①

生活課題

担当課

市民活動
推進室

総合危機
管理室

施策１

個別施策名

施策１

個別施策名

Ⅵ　しくみ

回　　　　答

基本施策番号６３

　基本的には行政の地域窓口は住民自治協議会となりますが、緊急時や災害発生時には緊急性を要するため、自治会（区）が窓口になっていた
だく場合があります。この場合には、必ず住民自治協議会へも報告するという流れでお願いをしております。
(なお、大規模災害が発生した場合は、地区市民センター等の無線やの活用により情報の伝達を行うことになると考えています。)

政策５　地域に合った主体的な活動による暮らしやすいしくみ

豊かさを実現するための地域に合った施策を住民自らが選択する

皆が、本当の幸せや豊かさや命の尊さなどを認識しながら、心豊かに過ごしている

回　　　　答

　現在、市内各地に、小中学校を中心に１０５箇所の指定避難所があり、試算の上では全人口が収容可能となっています。しかし、公的施設は必
ずしも１００Ｍおきの配置というわけにはまいりませんので、ご質問にあるように、パニック時にまず各地域で定めていただいている、一時立寄所に
て安否確認等を行なった上で、各自治会や自主防災組織等の地域の共助により、指定避難所への避難行動を行なっていただきたいと考えていま
す。

政策４　地域のなかに価値を見いだせる自治のしくみ

質問内容

住民自治活動を含めた市民活動支援機能等の充実

緊急時・災害発生時には、住民自治協議会が窓口になるのか、自治会・区が窓口に
なるのかのガイドラインをお知らせください。
地区住民としては、パニック時に１００M以内の公的施設をと思いますがどうでしょう
か？

住民自治活動を活発化させる

住民自治活動が活発である

Ⅵ　しくみ

基本施策番号６２

　住民自治協議会と自治会（区）との関係性につきましては、平成23年度から自治基本条例に基づき、住民自治協議会を地域の行政窓口とし、自
治会（区）は住民自治協議会の中心的な役割を担っていただくこととしております。自治組織の一体化につきましては、それぞれの地域の中で協議
していただくものと考えております。なお、地区委員制度は、地域の窓口一本化に伴い平成23年度から廃止しております。
(平成23年度から地域の行政窓口を住民自治協議会に一本化したところであり、どこの地区についても何らかの課題を持っていると考えていま
す。)

質問内容

住民自治協議会への支援体制の整備
住民自治協議会と自治会組織を一つに出来ないか。
自治基本条例の中で、自治会は任意団体で地区委員と位置づけられています。
どこの地区がスムーズにいっているのか教えてください。
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個別施策質問の回答 資料２

基本施策②

生活課題

担当課

総務課

個別施策名

施策２
①「モニタリングによるチェックを行い」とあるが、どのように行っているのか。
②指定する時の条件は満たされているのか。

文化施設が有効活用され、よく利用されている

Ⅵ　しくみ

回　　　　答
①指定管理者制度運用マニュアルにモニタリングについて定めており、利用者アンケートの実施・指定管理者が行うもの・市が行うものについて、
時期や方法を定めています。
②指定する際の条件などをチェックするためにモニタリングを行いますが、施設所管課は提案どおりに施設が管理されているかを確認する必要が
あります。

質問内容

指定管理者制度の運用

基本施策番号６６文化・スポーツ施設などの公共施設を利用しやすくする

政策７　公共施設が利用しやすいしくみ
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個別施策質問の回答 資料２

基本施策①

生活課題

担当課

財政課

担当課

人事課

施策３

政策８　効果的に行財政運営を進めるしくみ

行財政改革を推進する

行財政改革が進んでいる

①現在伊賀市では、平成１８年３月に策定した「伊賀市定員適正化計画」に基づき、定員管理を行っているところですが、退職見込み者数の見直し
や直近の類似団体との比較検討が必要となってきたことから、平成２３年６月にはこの計画の見直しを行い、計画の始期である平成１７年４月から
平成２７年４月までの１０年間で２５６名の削減を行う計画としています。平成２４年４月１日現在の職員数の見込は８１５名であり、削減累計は２０９
名（進捗率８１．６％）の見込みとなっています。
②平成２２年４月１日現在の総務省の定員管理調査等における類似団体の中では、伊賀市はほぼ平均的な職員数となっています。他市と職員数
を比較する際は、産業構造、人口、面積、合併の有無など様々な要件を考慮する必要があることから、単純的な比較についてはあまり参考になる
ものではありませんが、平成２２年４月１日現在の消防を除く普通会計の職員数について伊賀市が859人に対し、名張市は465人となっています。
③上記②のとおり、現在の伊賀市の職員数は類似団体と比較する中では、極端に多いものとはなっていないと考えており、上記①の計画に基づき
計画の終期である平成２７年４月１日の７６８名を目指し職員削減に取り組んでまいりたいと考えています。

回　　　　答
Ｈ２２地方債残高・・・約９百７９億９千６百万円
Ｈ２２債務負担行為に基づく支出予定額（将来負担比率積算数値）・・・約２６億７千８百万円

回　　　　答

時代に対応できる人や組織の育成
①定員適正化とあるが、現在の職員数は何人か。
②他市（名張市）と比べてどうか。
③多いとしたら、何年までに適正人数にする予定なのか。

Ⅵ　しくみ

基本施策番号６７

質問内容

質問内容
基本施策番号６７・６８
当市における現在の借金はいくらあるか教えてください。
（地方債残高以外も含めて）

個別施策名
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個別施策質問の回答 資料２

基本施策②

生活課題

質問委員

山出

担当課

財政課

財政基盤を確立する

財政基盤が確立している

政策８　効果的に行財政運営を進めるしくみ

回　　　　答
　未収債権について
①市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、下水道使用料・・・公債権（滞納処分できるもの）
②市営住宅使用料、福祉施設入所負担金・・・公債権（滞納処分できないもの）
③市民病院使用料、水道使用料・・・私債権
　共通している取り組み
・督促状を送付や電話催促で納付を促す。
・定期的に徴収に家を訪問する。
・分納誓約書をとり、分納納付してもらう。
　その他の取り組み
・要綱を定め、それに基づき徴収する。
・当該行政サービスの制限

健全財政の具体的な取り組みとして、未収金滞納問題について、お聞きします。
担当部別にどの位あるのか？対策は？

Ⅵ　しくみ

基本施策番号６８

質問内容
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