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第７回伊賀市まちづくり委員会 会議録 (要 約) 

 

【日  時】 平成 24 年２月２日（木） 午後１時 30 分～午後４時 

【場  所】 市役所南庁舎２階 第１委員会室 

【出席委員】 12 名 

【欠席委員】 ２名 

【議  題】 開会            

１．議事 

（１）「しくみ」分野の目標値の設定について    

（２）まとめ 

（３）今後の予定 

２．その他  

 

（会長挨拶） 

 

１．議事 

（１）「しくみ」分野の目標値の設定について 

政策１ 一体感を生み出す市民と行政の協働のしくみ 

基本施策① 伊賀市としての一体感を生み出す（基本施策番号 57） 

（事務局説明） 

委  員： 協働の観点から、庁舎建設の時期に関して、市民の要望を聞けるスケジュー

ルで進めていただきたい。 

委  員： 広報活動の推進とは行政活動の発信であり、伊賀市ＨＰは携帯電話で閲覧で

きるが、防災ネットは携帯電話でも閲覧できるのか。 

事 務 局： 携帯電話で常時閲覧可能なあんしん防災ネットがある。 

委  員： 屋外拡声子局の設置場所について、風向きによっては街の真ん中でも聴こえ

ない時があるので、地区の真ん中に設置していただきたい。 

事 務 局： 東部・西部の各地区は、全体計画の初期整備の段階であり、各市民センター 

単位で一つの配備。 

委  員： まちなかやふたば幼稚園跡地の公園整備と学童保育設置は３月末完成だと思

うが、屋外拡声子局は設置できるのか。 

事 務 局： 新しくできる公園等については、全体計画に入っておらず予定はない。 

委  員： ケーブル加入率について、行政放送だけの数値か。 

秘書広報課： 

      伊賀上野ケーブルテレビは、500 円サービス、多チャンネルプラン、加入率は

多チャンネルを含めた数値。 
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      青山地区は、アドバンスコープ 1,000 円の行政番組プラン、多チャンネルプ

ランがある。 

      個別施策質問の回答にある数値は、多チャンネルプランを含めての数値。 

会  長： 委員アンケート調査平均値から 54％でよいか。 

（委員 賛成） 

 

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 行政職員の専門家としての能力や意欲を高める（基本施策番号 58） 

（事務局説明） 

委  員： 職員が３～４年で異動してしまうため、これまで積み上げてきたものが、ま

た一からのスタートになってしまう。 

      個別施策質問の回答で、「仕事にやりがいを感じている」の方が 50％では少な

いと思う。せめて 70～80％は必要。 

      以前、青年海外協力隊に参加し、現在この経験を活かせている。 

      語学や介護等可能であれば、現職参加もあるので、環境を整えていただき参

加者が増えたらと思う。 

      青年海外協力隊から帰ってきた方への採用枠を設けている自治体もあるので、

是非考えていただきたい。 

委  員： 人事評価について、最終学歴の評価は退職まで続くのか、若しくは採用後は 

能力評価になるのか。 

人 事 課： 人事異動については、長くても５年を基準にし、多くの職員が様々な分野を 

経験できるように考慮している。 

      専門職の採用について、社会福祉関係等今後の採用は検討している。     

      学歴について、採用時に分けているが、採用後はとくに分けていない。実力 

主義で変わってくる。 

会  長： 専門職採用職員は、採用後変更はあるのか。また、職員の希望は聴くのか。 

人 事 課： 専門職が別の職種に変わるということは現実的にない。 

      異動希望は聴くが、そえない時がある。 

      「仕事にやりがいを感じている」の方が 50％しかいないとのご意見であった 

が、他「やりがいを感じてない」が 15％、「どちらでもない」が 35％の結果で 

あった。 

委  員： 専門職について、民間企業には資格者は多くいるが、伊賀市は少ない印象を 

受ける。無資格の方が施設等の管理をするのはおかしい。特に管理者が資格を 

取得するべき。 

人 事 課： 建築関係の職員全てが１級建築士ではない。採用後に１級２級を取得した職

員もいる。最近は、１級取得者も募集している。 
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資格取得のための支援について、合併後は行っていない。 

委  員： 三重県は、債権回収専門家等、各分野に長けた方を積極的に採用している。 

人 事 課： 様々な方法があるが、嘱託職員を採用するのも一つの方法。また、弁護士等

の専門職の方を臨時採用とする方法もある。 

会  長： 委員アンケート調査平均値から 54％でよいか。 

（委員 賛成） 

       

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② 市民の有効な意見をまちづくりに反映させる（基本施策番号 59） 

（事務局説明） 

委  員： 各審議会の年齢バランスとして、若い方にも参加して頂きたい。 

会  長： 様々な審議会に公募で若い人が来ても経験不足からか意見がでない。 

      50 代くらいの方に入っていただくとよいと思う。 

もう少し年齢差をつけるのも重要。 

委  員： 市民の意見をまちづくりに反映させることについて、方向性を行政側がもっ

て行きたいように誘導しているように思う。 

事 務 局： 委員に数値を決めていただいているので、行政側の誘導はない。 

委  員： 資料を活かすことができない。本当に市民の意見を反映するならばゼロから

始めるべき。 

会  長： 当初は、目標値というのは 100％であると考えていたが、アンケートの満足度

は 50％を満たしていたらほぼ完ぺきとしてよいのではと思う。アンケートの回

答者は、年齢も幅広く、人によってわからない分野もあるので、せめて目標値

50％は必要かと思う。様々な事業を進めていく中で、半数くらいの方には理解

していただける事業であることが重要。    

委  員： 本日は、「しくみ」分野であり、合併後のありたい姿が基本であるが、委員会

第１回目から今回まで、旧上野市が中心となった計画ばかりに感じる。 

      また、合併当初は小さな本庁・大きな支所というのが、最近は逆に感じる。 

会  長： 委員アンケート調査平均値から 54％でよいか。 

（委員 賛成） 

 

政策３ だれもが輝くまちをつくる地域内分権のしくみ 

基本施策① 市内各地域の特性を活かした分権型のまちをつくる（基本施策番号 60） 

（事務局説明） 

委  員： 支所は無くす方向か。 

総 務 課： 住民自治協議会が成熟したら考えられるが、当分は現状のとおり。 

委  員： 市民サービス面については、各市民センターが担えると思うが、危機管理面
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については、災害時に住民自治協議会だけではパニックになり対応できないの

では。やはり、本庁から支所への危機管理でないと、本庁から各市民センター

では対応できないのでは。支所を廃止するなら、最低限度の問題をなくしてか

らにしていただきたい。 

総 務 課： まだ支所を無くす議論は行っていない。 

委  員： 合併当初は大きな支所との考えで、市民も合併前と同様に全てのことが旧役

場でできるという考えであった。 

      ただ、合併し財政メリットがなくなる 10 年を経過するまでに、行政側がきち

んとした姿を示す必要がある。 

      合併した 10 年後には、20 年前の財政規模までカットしないといけないのでは

との考えがあった。その時に支所がどのような機能を果たしているのか。例え

ば、行政改革で、セーフティネット等に特化し、それ以外は住民自治協議会が

自らサービス提供を行う主体になれば、行政に何でも要望するのではなく、地

域で身近なことは支えていこうというしくみを 10 年間でつくれば、行政組織と

しての機能はかなり集約できるというストーリーを合併時に考えていた。 

      しくみ分野の不満足度が高いのは、これまでやってきたことと、これからや

らなければならないことが市民には伝わっていないと思う。ただ、外から見て

伊賀市の努力を感じるので、着実な歩みは進めていると思う。地域に関わる際

に職員の創意工夫の努力として、どこでもすぐに馴染んで一緒に仕事ができる

スキルが必要。 

委員会で目標数値を決める際に、前回より１割アップしている基本施策がい

くつかあり、合併後 10 年を経過するのもあと２年程しかないので、目標値を高

くし危機感を持つべき。 

会  長： 委員アンケート調査平均値から 47％でよいか。 

（委員 賛成） 

 

政策３ だれもが輝くまちをつくる地域内分権のしくみ 

基本施策② 市内外から多様な主体を受け入れる、開かれたまちをつくる 

（基本施策番号 61） 

（事務局説明） 

会  長： 委員アンケート調査平均値から 38％でよいか。 

（委員 賛成） 

 

政策４ 地域のなかに価値を見いだせる自治のしくみ 

基本施策① 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 

（基本施策番号 62） 
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（事務局説明） 

委  員： 現在、区長制度や区長会というものはあるのか。 

委  員： 私の住民自治協議会では、いくつかの自治会があり、幹事会で各部と各自治

会長が集まり運営している。そこでは、自治会へ要望することや、部から自治

会へ要望するという形がある。現在、自治会は住民自治協議会の下部組織に入

っている。 

委  員： 地方自治法の中に、住民自治地区連合会あるが、縦割りとして、どういった

ものか。 

委  員： 住民自治協議会ができない地域では、地域振興委員会を設置することである。

現在、市内では住民自治協議会が各地域に設置されたので、地域振興委員会 

は設置する必要がなくなった。 

      住民自治協議会という組織は、行政が縦割りで行うことを、地域の住民の皆

さんで横につなげていく組織。 

      合併特例法には、合併特例債を活用して事業をどのように展開するかについ

て、地域審議会を設置してもよいこととなっている。しかし、この地域審議会

というのは、市長が諮問したことに対して回答することになっており、諮問し

ない限り地域審議会は何も言えない。また、地域審議会の回答に対して市長の

対応について何も書いていない。  

      伊賀市は、合併時に仕事をする組織としての住民自治協議会をつくったので、

住民自治協議会が支所単位で、意見が言える組織として連合組織をつくっても

よいという規程が入っている。 

      住民自治地区連合会も合併して 10 年を目処に役割が終了していくと考えられ

る。 

委  員： 住民自治協議会と自治会の役割について、地区のことは自治会、地区を越え

て行うことは住民自治協議会という認識でよいか。  

委  員： 認識のとおり。 

市民活動推進室： 

      各支所に地域担当職員を配置しており、住民自治協議会へ情報伝達や説明す

るための体制作りをしているので活用していただきたい。 

      要望については、個人意見も聞く。また、住民自治協議会には提案事項や権

限・権能があるので、地域の中で協議し要望していただいたらよい。 

      行政から情報等を伝えるときは、自治会へ直接伝えることもあるが、必ず住

民自治協議会へも伝わるようにしている。 

会  長： 委員アンケート調査平均値から 52％でよいか。 

（委員 賛成） 
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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 

基本施策① 住民自治活動を活発化させる（基本施策番号 63） 

（事務局説明） 

委  員： ガイドラインについて、自治会の中でなく、緊急時の末端の行動について。 

住民自治協議会の区割りを何処がしているのか。住民が納得できるように。 

委  員： 住民自治協議会では、第１立寄り所はまちによって違うので、各区に設置す

るよう連絡済。まずは、各区で立寄り所について、普段から行きやすいところ

を考えてもらえたらよい。 

委  員： 合併時に今後の住民自治協議会の基礎的な単位として、概ね小学校区を基本

にして、一つの住民自治協議会をつくる「住民自治区域検討委員会」で区割り

案が決定された。 

市民活動推進室： 

      住民自治協議会の単位をどのようにするのか、合併前から協議をしてきた。 

      校区割りだけでは、人口配分の均衡がとれず、各事業が自治会連合会ごとで

行われてきたので、これを基準に住民自治協議会の区域を設定した。 

会  長： 委員アンケート調査平均値から 65％でよいか。 

（委員 賛成） 

         

政策６ 安心して窓口サービスが利用できるしくみ 

基本施策① 公共サービスの窓口を分かりやすくする（基本施策番号 64） 

（事務局説明） 

会  長： 委員アンケート調査平均値から 63％でよいか。 

（委員 賛成） 

 

政策７ 公共施設が利用しやすいしくみ 

基本施策① 保健・福祉などのサービスを身近で受けやすくする（基本施策番号 65） 

（事務局説明） 

会  長： 前回並から 70％でよいか。 

（委員 賛成） 

 

政策７ 公共施設が利用しやすいしくみ 

基本施策② 文化・スポーツ施設などの公共施設を利用しやすくする（基本施策番号 66） 

（事務局説明） 

委  員： ハーモニーフォレストの指定管理者制度について。      

事 務 局： 地域振興という形で、スポーツに限らず、産業振興という形ですので、ご理

解いただきたい。 
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会  長： 俳聖殿は指定管理か。 

事 務 局： 社会福祉法人維雅幸育会が出資している。 

会  長： 芭蕉俳聖殿の偲翁舎の換気等の管理はどのようになっているのか。 

事 務 局： 地域包括協定を結ぶ際、事業計画は確認する。俳聖殿と偲翁舎の清掃は、週 1 

回金曜日に行っている。 

会  長： 委員アンケート調査平均値から 52％でよいか。 

（委員 賛成） 

 

政策８ 効果的に行財政運営を進めるしくみ 

基本施策① 行財政改革を推進する（基本施策番号 67） 

（事務局説明） 

委  員： 基本施策番号 68 で借金が 979 億円と書いてあるが、いずれは返金が必要か。    

事 務 局： 特別会計とは、農業集落排水等を利用している方からの使用料から事業費を

返却していく。受益者負担の原則で実施している。 

      一般会計とは、全員に関係する事業に対してのこと。 

      将来負担比率（自治体が将来支払う可能性がある負債の一般会計に対する比

率）は、平成 19 年 168.5％、平成 22 年 124.8％（小さい程よい）。下がってい

る原因は、合併前の基金が平成 14 年に 117 億円あったが、合併直前に、旧市町

村が事業を実施したため、64 億円まで減少。合併後、現在 115 億円まで回復。 

      合併前に各市町村が事業を実施したため、起債が約 487 億円から平成 16 年合

併時に約 560 億円まで増加し、横ばいで来ている。また、基金はＶ字回復した

ので、数値が下がってきている。  

委  員： 民間会計のようなに、Ｂ／Ｓ（貸借対照表）で示してもらいたい。ホームペ

ージだけでなく、広報に示してもらいたい。直近３ヵ年のＢ／Ｓを示してもら

えるとわかりやすい。 

委  員： 健全化判断比率が 20％を超えた自治体は財政再生基準となるが、箱物施設等

を建設すると分母が増えると聞いたことがある。 

事 務 局： 将来負担比率は、350％を超えてはいけない。 

      実質公債比率（一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財

政規模に対する比率）は、35％から夕張市の状態になる。25％から早期健全化

団体になる。（独自事業の起債が制限される。） 

標準財収規模（市が一般的に一年間の税収と普通交付税を合わせた、通常水

準の行政活動を行う上で必要な一般財源の総量）は分母になり、大きくなるの

はよいこと。分子とは、借金全体から交付税に算入した部分を引いたもの。 

会  長： 委員アンケート調査平均値から 52％でよいか。 

（委員 賛成） 
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政策８ 効果的に行財政運営を進めるしくみ 

基本施策② 財政基盤を確立する（基本施策番号 68） 

（事務局説明） 

委  員： 自治体によっては、債務を軽減するために、民間へ債権譲渡していると聞く。 

委  員： 債権回収機構があり、そこに債権譲渡して回収を図る手段もある。 

委  員： 未収金回収について、支払ができない人に対して、職員の対応によって変わ

ってくると思う。 

会  長： 委員アンケート調査平均値から 32％でよいか。 

（委員 賛成） 

    

（２）まとめ 

（事務局説明） 

当委員会で決めた目標値と提案する数値目標について、各課で確認をする。  

 

（３）今後の予定 

（事務局説明） 

平成 25 年８月 24 日までの任期。 

現在、伊賀市まちづくりアンケートを実施しており、アンケート結果をまとめた 

ものを７月頃に報告予定。 

 

２．その他 

  

                            

（午後４：00 終了） 

 

 

 


