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平成２７年度第４回伊賀市総合計画審議会 議事録 

 

開催日時 平成 28年２月 17日（水）14:00～16:35 

開催場所 伊賀市役所２階 第１委員会室 

出席委員  平井 俊圭（社会福祉法人伊賀市社会福祉協議会） 

 清水 みどり（伊賀市民生委員・児童委員連合会） 

中井 茂平（上野商工会議所） 

 坂本 さとみ（伊賀市農業委員会） 

 西口 保次（伊賀市ごみ減量・リサイクル等推進委員会） 

 服部 保之（公益財団法人伊賀市文化都市協会） 

 藤澤 侑三（公募委員） 

 川口 裕司（公募委員） 

 中川 幾郎（帝塚山大学 名誉教授） 

 相川 康子（特定非営利活動法人ＮＰＯ政策研究所 専務理事） 

 大櫃 忠昭（上野西部地区住民自治協議会） 

 岩倉 佳子（柘植地域まちづくり協議会） 

 永井 佳恵（百五銀行） 

議事日程 １ あいさつ 

２ 議事録署名人の指名について 

３ 審議事項 

（１）総合計画の評価（外部評価）の手法について 

（２）第２次再生計画（仮称）の策定について 

４ その他 

議事概要 １ あいさつ 

（会 長） 

みなさん、こんにちは。少し間隔が開きましたが、本日もご審議の程どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

・資料確認 

・事務局より会議の成立、会議の公開について報告 

     

２ 議事録署名人の指名について 

（会 長） 

  先ほど事務局より本日の会議は成立していること、また会議について公開すると

報告されたので、ご了承をお願いします。続いて議事録署名人の指名ですが、私の

ほうから、西口委員、坂本委員を指名させていただきます。よろしくお願いします。 
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３ 審議事項 

（１）総合計画の評価（外部評価）の手法について 

  ・資料№１、資料１～３、参考資料について説明（事務局） 

（会長） 

  少し分かりにくい話かもしれませんが、はじめから分かりにくい部分が引っかか

っては進まないので、分かりにくい部分の質問をお願いしたいと思います。なお説

明の補足をしますが、評価するグループの分け方が、大きく分けて全員参加で何グ

ループかに分けるというやり方と、審議会の中で５人ぐらいを選抜してやってもら

おうかというやり方に分かれるということでありました。これについても皆さんで

お決めいただきたいと思いますが、自分が参加したいグループについて、後ほどア

ンケートをとるという話がありましたが、選抜方式の場合はそれが必要なくなるの

でお心置きいただきたい。アンケートをとるといったのは、資料№１の３ページの

外部評価の方法（案）の１番・２番・３番の場合です。 

（委 員） 

  審議会の委員の皆さんは、それぞれ専門領域をお持ちの方もいらっしゃる。その

分野については当然明るい方であるので、その分野を優先的に選ぶという考え方で

よいのか、あるいはそうではなく全然知らない分野を評価する方がよいのか。その

あたりで手を挙げるところも変わってくると思います。そのあたりの狙いはいかが

でしょうか。 

（事務局） 

  それぞれ分野を持って審議会に参画されている方も居られるが、そうではなく公

募で参画されている委員さんも居られるので、必ずしもその分野に縛られるもので

はないと思っています。 

（会 長） 

  私もこれまでの他の自治体等での経験から申し上げると、ご専門の分野で目利き

してもらう方が心強いが、その場合一般公募の方は何が専門かと言われても困ると

いうこともあり、そこはご随意にご選択くださいと言わざるを得ない。特に福祉や

保健・防災等の分野に関しては、ご専門の方のご意見は非常に心強い。他にご質問

はございますか。 

（会 長） 

  私の方から少し補強してご質問させていただくと、お聞きになられて分かりにく

かったと思う部分が何点かありました。資料１に沿って説明いただいたが、資料１

の施策評価シートを見たうえで、私たちが対象とする施策数が、１グループの場合

は２施策、２グループ・３グループの場合は６施策と、各グループごとに２ないし

３施策を手分けしようということですが、ここで言う施策単位が資料１ではどのよ

うに表現されているのか。例えば資料１の表紙裏のページで施策「1106 地域医療の

充実」とあるが、これを指していると理解してよいでしょうか。 
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（事務局） 

  そのとおりです。 

（会 長） 

  第４回資料№１の４ページ目に施策一覧がありますが、今ご指摘のあった６施策

というのは、「1106地域医療の充実」「1201官民協働による、新たな福祉の総合相談

支援を行う体制づくり」等が対象となってくるということでしょうか。 

（事務局） 

  お手元の資料は６つの分野ということになっています。１から６は分野というこ

とで括らせていただいています。1101など４桁の番号が施策となっています。 

（会 長） 

  私が言うのは、対象となる６施策というのは施策一覧の中の 1106、1201、3101、

3102、3201、3202と太枠で囲ったものが対象なのかという確認です。 

（事務局） 

  そうです。 

（会 長） 

  絶対評価でやると、評価対象としてこういう施策が浮上してきたということ。皆

さま方このあたりはご了解いただけますか。この６つにこだわる事なく、他のやり

たい施策を選択することもできるという説明であったかと思います。 

（委 員） 

  このことに関連して、今、６というのを既存の数としておっしゃっているが、グ

ループの数によって、議論できる施策数が２であったり４であったり、最高で６施

策という説明でした。従って６というのは既存の数字でない。もう一点漏れた施策

に関しては、来年度以降に評価するということになりますか。選ばれなかったもの

の評価の可能性について補足いただきたい。 

（事務局） 

  例えば６施策ということで、それに該当しなかった施策についてということにな

ると思いますが、そちらについて来年度アンケートの結果や進捗状況を含めて対象

となってくることもあるかと思います。必ずしも今回の評価の対象から外れた施策

が、次年度以降の評価の対象になるということは考えてはおりません。 

（委 員） 

  確認ですが、何年かかけて全ての施策を見るということではなく、毎年２施策か

４施策か６施策か、まちづくりアンケートの結果等により選択される。つまり同じ

施策が評価されることもあれば、１回もまな板に乗らない施策もあるということで

よいでしょうか。 

（事務局） 

  はい。 

（委 員） 
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  戻って申し訳ないですが、アンケートの希望は６つの分野に分かれているが、６

つやるという太枠の施策は「１健康・福祉」と「３産業・交流」の分野に限られて

います。これはどのように理解すればよいのでしょうか。 

（事務局） 

  グループ分け希望のアンケート用紙は、資料№１の４ページ施策一覧では「１健

康・福祉」から「６文化・地域づくり」の６つの分野を記載しております。この分

野のどこを希望するか番号を付けていただきたい。 

（会 長） 

  先ほど今回の評価の対象が施策一覧の太枠の施策と理解しましたが、そこはそれ

でよろしいか。いま岩倉委員がお尋ねなのは、この６つの施策はもともと「１健康・

福祉」と「３産業・交流」の分野にしかないのに、他の分野に関わりたくても行き

場がない。その場合はどうするのかというご質問です。 

（事務局） 

  施策の選定基準で３点掲げております。この選定基準のひとつである重点プロジ

ェクトに関わる施策が、施策一覧の太枠の施策になっています。 

（会 長） 

  再度申し上げるが、岩倉委員が質問されたのは、合計６施策が太枠施策というこ

とは分かったが、「１健康・福祉」分野の２施策と「３産業・交流」分野の４施策が

対象となる。その場合、自分が希望する分野の選択の余地はこの２つの分野しかな

いということになるが、それはどうなんだろうという質問です。 

（事務局） 

  選定基準のひとつ目は重点プロジェクトということで、先ほど説明させていただ

きましたが、２点目及び３点目の選定基準があり、「１健康・福祉」と「３産業・交

流」以外の分野から選んでいただくものが２・３点目の選定基準であり、資料２に

表しています。それと委員が選択した以外の部分でも評価対象としたいというもの

を選んでいただくものも含めて６つの分野とさせていただいております。 

（委 員） 

  そうすると、対象施策は多くて６つということで記載されているが、それ以上の

数になるということでしょうか。 

（会 長） 

  増えていくはずです。ただし 10個も 20個も増やす能力はないということです。 

（事務局） 

  グループ分けをしていただいた場合は、例えば２つのグループとなった場合、そ

れぞれ３つの分野を受け持ち、分野ごとに１施策ずつを選択するというイメージで

す。それぞれのグループ数によって、６つの分野を分担し、各分野から１つずつ施

策を選択いただきたい。 

（委 員） 
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  スケジュール的に、１つのグループでは２施策ずつしかできないということでし

ょうか。 

（事務局） 

  グループ分けについては、２つであったり、３つであったりということで提案さ

せていただきました。評価していただくのは２施策か３施策が時間的に適当でない

かということで提案させていただいております。資料では２グループでは４施策と

させていただいていますが、可能であれば６分野あるので、３施策ずつの評価をし

ていただければ全ての分野を評価できると考えています。 

（委 員） 

  要するにスケジュール的に、１つのグループで扱える施策は２つか３つであるの

で、全員が１グループで行うとすれば、扱える施策はせいぜい２つないし３つ、２

グループでは４ないし６、３グループとすれば最大限９施策までは増やせるが、そ

れ以上増やすことは物理的に無理ということ。従って増えていくというわけではあ

りませんね。 

（事務局） 

  その通りです。 

（委 員） 

  増えていくのではないのでしょうけど、太枠で囲った施策は２分野しかない。し

かし先ほどの話では、６分野の中から１つずつ施策を選択するということでした。

太枠施策は必ず行うものではないのでしょうか。 

（事務局） 

  太枠の部分については、選定基準の１点目になっています。それが２つの分野に

なっています。残りの４つの分野については選定基準の２点目及び３点目により選

択していただきたいと思います。 

（会 長） 

  私の説明が間違っていました。 

（事務局） 

  各分野から１つずつ施策を選んでいただきたいと考えています。 

（委 員） 

  会長が最初におっしゃった太枠施策が評価対象の６施策ではないということでし

ょうか。 

（事務局） 

  太枠で囲ってある施策がいくつかありますが、各分野から１つずつ選んでいただ

きます。分野は重複しないということでお願いいたしたい。 

（会 長） 

  まずは「計画の推進」を除く「１健康・福祉」から「６文化・地域づくり」の６

つの分野を全員でやるか、２班に分けるか、３班に分けるか、あるいは選抜隊にす
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るかという選択をする必要があります。そのうえで、担当する分野から対象施策を

選択する。施策の選択に関しては、絶対評価から上がってくる施策を優先してほし

いということです。これでご理解いただけたでしょうか。 

（会 長） 

  それではお諮りしますが、１グループで全員で行う、２グループに分ける、３グ

ループに分ける、１グループで選抜で行うということですが、皆さま方はどうお考

えいただきますでしょうか。 

（委 員） 

  どれがいいか挙手で決めればよいのではないでしょうか。 

（会 長） 

  他にご意見はありませんか。 

（委 員） 

  せっかく審議会に参画していただいているので、選抜ではなく全員が何らかの形

で携わった方が良いと思います。 

（委 員） 

  非常に迷うところですが、私は３グループというのが自分の意見です。知らない

分野についてもこのような機会に勉強したいという気持ちがあります。 

（会 長） 

  ３グループについては、少人数の班に分かれて、各班バラバラに行っていくので、

事務局としては全てに出なければならず、グループが増えれば増えるほど回数が増

えますが、そのあたりの事務局の対応は大丈夫でしょうか。 

（事務局） 

  対応させていただきます。 

（委 員） 

  ワーキングリーダー的な人が必要になりますね。 

（会 長） 

  そういうことです。グループに応じたワーキングリーダーというかチームリーダ

ーが必要です。ひとつは私が担わざるを得ないかと思っております。 

（会 長） 

  議論はおそらく２つに分けるか、３つに分けるかということになるのではないで

しょうか。全員でというのは、やはり効率も悪いと思われます。一人ひとりが発言

していてはものすごく時間が掛かってしまうし、評価の決を採るのも難しくなりま

す。そうするとできるだけ少数編成が良いとは思うものの、事務局の負担や開催回

数のコスト等を考えるとどうなんだという問題もありますが。ここは決をとりまし

ょうか。 

（会 長） 

  １グループは０人、２グループは３人、３グループは９人。ということで３グル
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ープで行うことに決定します。チームリーダーを決めないといけませんが。 

（委 員） 

  私も３グループと思いましたが、欠席者が出ることを考えると、そのグループに

２、３人欠席者が出てしまうと、出席者も２、３人ということになってしまうので、

それもどうかなと手を挙げながら思いました。そのあたりはいかがでしょうか。 

（会 長） 

  確かに。５名で１名欠席すると４名になり、２名欠席すると３名になってしまう。

これでいくと３グループというのはちょっときついかもしれませんが。 

（委 員） 

  私もご指摘されて、その通りかと思いました。欠席のことを想定していませんで

した。 

（委 員） 

  反面、人数が少なければスケジュール調整がしやすいという面もあります。従っ

て５名ぐらいであれば、スケジュールを調整して日を合わせていくということでい

かがでしょうか。 

（会 長） 

  了解しました。そうすると、５名編成３グループで、１名程度の欠席は覚悟でき

ますが、２名となると成立せずという原則でいきましょうか。 

（委 員） 

  あるいは、希望があれば他のグループに入ることも可とするというのはいかがで

しょう。 

（会長） 

  希望があれば他のグループに入ることも可にしましょうか。 

（委 員） 

  グループ分けが決まった後の進行のことですが、部局長との対面となるのでしょ

うか。またその頻度はどの程度になるのでしょうか。 

（会 長） 

  事務局に確認しなければならないが、施策をこなしていく時間の配分と、必要と

する総日数の想定はありますか。 

（事務局） 

  資料№１の３ページのスケジュールにも記載させていただいておりますが、１施

策の評価にかかる時間を記載しています。それぞれ 10分程度として参考の時間を書

かせていただいています。記載しているだけでも 60分ということになるので、おそ

らくそれ以上に時間がかかるのではないかと思いますが、２施策だと２時間程度、

３施策だと３時間程度の時間が必要になると考えています。 

（会 長） 

  そうすると１回あたりで２時間をかけるなら１日で済むということでしょうか。
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実際の現地を見なければならないケースもあるだろうし、これはあくまで１施策に

ついてのモデルですね。３グループであると２施策ずつやるということになるので、

２時間はかかりますね。 

（事務局） 

  それぐらいは想定させていただいています。 

（会 長） 

  最低でも１日はかかるということです。現地を見なければいけないケースなどは、

午後一番で１時間現地調査にかけてもらって、帰ってきてから２時間施策の評価を

するようなパターンになるかなというイメージ。そういうことでよろしいか。場合

によっては２日に分けなければならないかもしれません。 

（事務局） 

  現地等に行っていただく必要がある場合は、その分時間は必要になってくるので、

しっかりと調整させていただきたい。 

（会 長） 

  了解しました。他にご意見は。どちらにせよ、やってみなければわからない部分

があります。私も他の自治体でやっていますが、施策単位でなく事業単位ですが、

部局の説明は短くても 10分はいただき、そこから各委員がそれぞれ５人編成で発言

していくと、どれだけ急いでピッチを上げても１施策 30分は絶対かかります。また

全員の意見が一致することはまずありません。評価が高い人、まあまあの人、低い

人とバラけてしまうことがあります。その場合それをどのように集約した意見とす

るか。コメント付きで中間値をとるか。ということで調整する時間も必要となりま

す。そういった時間も含めるとスケジュール通りにいくかどうか自信はありません。

慣れてくればこの通りいく可能性は高いと思いますが、最低でも１日、若しくは２

日見込んでもらってよろしいでしょうか。それではその方向で行きましょう。３グ

ループが一番多かったので、その方向で行きましょう。チームリーダーをどなたに

するかは検討しなければならないが、お願いしなければならないかもしれない委員

におかれましては、その時はよろしくお願いします。 

（委 員） 

  グループ分けで希望を出して３グループに分かれて、分野の中から１つの施策を

選択するというのは、グループ内で決定していくことになるのでしょうか。 

（会 長） 

  自分の所属するグループで選択するということになります。 

（委 員） 

  それは全体に諮ることになるのでしょうか。あるいは各分科会に任せるというこ

とになるのでしょうか。 

（会 長） 

  分科会に権限委任ということでよいのではないでしょうか。全体会に諮ることな
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く、分科会に権限を任せるということでいかがでしょう。 

（委 員） 

  施策一覧の中で、行政としてみてほしいという施策もあると思います。従って全

体であれ、個別であれ、行政が推薦するという意味ではなく、これは新味があると

か、継続事業であるとか、ここに多くの予算をかけているとか、ここにマンパワー

を投入したとか、そういったことを聞いたうえで判断するのがよいのではないかと

思います。我々が一方的に何か出てきそうだという感じではやらない方がよいと思

います。 

（委 員） 

  もちろんその時点で事務局も同席しているわけですから、そこで意見を交換し合

って決定するということでよいのでしょうか。 

（会 長） 

  そうしていただけると助かります。 

（委 員） 

  そうすると、今の時点で決めておかないと、現地に行くなり、部局との協議等の

予定が組めないのでは。前もって、どの施策を評価するか決めておいた方が効率が

よいのではないのでしょうか。 

（会 長） 

  それはグループ分けが決まった時点で選択することになるのではないか。 

（委 員） 

  そうすると班分けされたグループが２回か３回か、余分に出てくることになるの

ではないのでしょうか。 

（会 長） 

  施策を選択するためのグループ別会議が必要になるという主旨ですね。それは考

えていませんでした。事務局はどのように考えていますか。 

（事務局） 

  グループ分けについては、本日の帰りの際に先ほどの用紙に記入いただき、その

後事務局でグループ分けをさせていただきます。次回の審議会で評価いただく施策

を検討いただき、決定していただきたいと思っています。その後については、経営

報告書が完成した後の話になると考えています。 

（委 員） 

  分かりました。評価についてはもう少し先の話ということですね。 

（委 員） 

  資料№１の１ページの下に１～６の注釈がありますが、前回私が人事評価の件で

質問したことに対応してコメントされたものと感じましたが、当然理屈としては分

かっています。ひとつ外部評価をするときの基本ルールはできているのでしょうか。

それが無いと評価基準が分かりません。基本ルールが絶対評価の中にどう潜んでい
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るのか。これを前もって出していただかないと、グループ分けしても多分ミスマッ

チが起こると思います。何を見て評価するのか。相対評価でなく絶対評価であるの

で、基本ルールがあるはずです。当然ＰＤＣＡという括りが出てくると思います。

それがどうリンクしてくるのかという基本ルールを次回に出していただいて、それ

に基づいてどういった評価を行っていくのかということが大切ではないかと私は感

じています。 

（会 長） 

  委員がおっしゃっているのは、資料№１の２ページの説明が、前回ご発言のあっ

た絶対評価の説明にまだ足りないということです。 

（委 員） 

  というよりも、どういう視点でどういう形を見て評価に結び付けていくかという

ルールが不透明であると感じています。個々個人の行う評価ではないことは分かっ

ています。分かりつつも相対でなく絶対評価をする場合には、仕事の量も含めてル

ールがあるはずです。それが無いといくつもグループに分かれても、例えば現地に

行っても主観が入るので、そのあたりが私は理解しにくいので、敢えてもう一度ご

質問させていただきました。 

（事務局） 

  いまのご質問の件ですが、資料№１の２ページの評価方法のところで成果とコス

トの視点で評価させていただいている旨を説明させていただきました。特に成果に

ついては、成果の中でも３点の視点をもって評価をさせていただいています。視点

の１つとして、目標達成状況から評価をします。こちらは進捗状況により配点して

いきます。視点の２つ目として、市民アンケートを実施しているので、それに基づ

く配点。３つ目として市の関与に基づく配点。これらを基本的なルールとさせてい

ただいています。それとコスト１ということで総合戦略との関連から予算配分に強

弱を検討した結果の評価にさせていただいています。 

（会 長） 

  もう少し詳しく説明を。私の方から言わせていただきます。成果１の例えば達成

状況から 70％以上が４点というように重要度が出るが、そのバックデータはどこか

ら出てくるものでしょうか。そういうことのお問い合わせです。何をもって 70％未

満と測定したのか。そこに主観が入る余地がないということであれば絶対評価にな

ります。そこがまだ見えなかったとおっしゃっておられます。 

（事務局） 

  こちらについては、評価にあたっての成果指標があります。成果指標の目標と実

績値から進捗度を判断しています。 

（会 長） 

  例えば資料２の施策評価シートのページを開いてもらうと、２段目の右側に成果

指標が出ています。この成果指標のデータが、70％未満であれば４点である。その
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ように説明すれば、ご納得いただけると思います。 

（事務局） 

  目標と実績値から出したパーセンテージとなっております。 

（会 長） 

  それが成果１のバックデータ。では成果２はまちづくりアンケートの結果に基づ

く評価であるが、ここでは括った形でしか出ていないが、まちづくりアンケートは

別途きっちりとしたデータが整理されており、０～４点の分布は説明できると言え

ますか。 

（事務局） 

  まちづくりアンケートの結果から配分表に当てはめ、配点しています。 

（会 長） 

  ここまでは委員ご納得でしょうか。 

（委 員） 

  かろうじて。 

（会 長） 

  成果３は成果向上に向けての市の関与というのは、４点が増、２点が維持、０点

が減となっていますが、市の関与については、関与が必要なのか、あるいは関与し

すぎたのか、あるいはもっと関与を下げるべきだということを判断するうえで、現

状値を言っているのか、または減った・増えたというような経過値を言っているの

か、いずれでしょうか。 

（事務局） 

  こちらは、今後の方向性ということです。 

（会長） 

  その判断は、どういう形でバックデータが出ますか。それは政策判断ということ

でしょうか。ここのところを聞きたいと思います。市の関与というのは客観的に増

えたということでしょうか。 

（事務局） 

  こちらは成果１・２を基にした部長の判断とさせていただいています。 

（会 長） 

  再度確認しますが、成果３の判断は客観的に増えた・減ったという話なのか、増

やさざるを得ない、減らさざるを得ないという意思を加えているのか、いずれでし

ょうか。その成果１・２・３を考慮して成果の方向性「向上」「維持」を判断すると

書かれているので。今までの話で、藤澤委員は成果１・２についてはご納得いただ

いたと思います。成果３については、どうなのかというところを疑問に思われてい

ると思います。その説明をいただきたいということです。 

（事務局） 

  成果３については、成果１・２を基に部長が相対的に評価しているというような
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ものであります。 

（会 長） 

  今後の方向性を指しているのか、これまでの結果を指しているのか、どちらでし

ょう。 

（委 員） 

  こういうものを市が作る場合は、絶対的にマニュアルがあるはずです。マニュア

ルを基に各部長が判断されるもの。相対評価・絶対評価の懸念も含めて、そのマニ

ュアルを示していただかないと、評価に入れません。 

（委 員） 

  それがルールです。 

（委 員） 

  答弁に代えて、それを見せていただければ、我々も理解できます。 

（会 長） 

  とは言え、成果３というのは今のところペンディングにしても、成果１・２だけ

でもかなり選別はできます。多くの自治体はこの２つぐらいが中心で、成果３につ

いては、あまり踏み込んではいません。これは方向性であり成果ではない。成果と

いうのは客観的に積上げられた実績です。従って成果３というよりは方向性判断と

しての市の関与度の判断と言えるのではないでしょうか。なおマニュアルはありま

すか。あればここで口頭でも結構なので説明すれば納得されると思いますが。 

（委 員） 

  資料№１の６ページに、外部評価報告書（案）として①～④があげられており、

また「適切な評価」～「見直しが必要」とあります。何が言いたいかというと、根

拠があって評価されたものでないとクチャクチャになってしまいます。仕事のボリ

ュームや予算管理もあるでしょうが、それをどのような見方をして、例えば予算を

かけるウェートや予算と実績の乖離による方向性などの各論でないと、①～④の全

てについて根拠が不明です。また部長がどのような評価基準をもって評価している

かが分かりません。どのような根拠付けで点数をつけたのか明確にしないといけま

せん。それが部局長の説明する 10分に結びついていかないと意味がありません。評

価は非常に難しい。 

（委 員） 

  いまの話は内部評価の話をしているのであって、私どもは外部評価をすることに

なるが、成果１・２があり、成果３のところは部長が判断する基準が分かればよい

が、それに基づいて我々が外部評価をするわけではないので、私どもの外部評価の

基準をどうするかというような議論の方が、前向きでよいのではないでしょうか。 

（会 長） 

  委員いかがでしょうか。 

（委 員） 
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  おっしゃるとおりです。 

（会 長） 

  成果３について、どういう判断を加えているかについては、我々は斟酌しないと

いう立場でいきます。 

（委 員） 

  先程と同じことを言うかもしれませんが、例えば資料２を拝見すると、３ページ

目に交通安全対策経費 5,408千円があがっており、26重点、27重点、28重点がそれ

ぞれ１とあり、過去の事例についてもなるべくあげるようにするという話でありま

したが、それについて、第１回の審議会の時に、今まで何をしてきたか分からない

のに、今やっていることが新しく始めたことか継続性があるものなのか分からない

という質問をしました。継続しているものについては、まとめてここ５年や 10年の

伊賀市の行政の状況を委員に示していただきたいと申し上げました。要は我々は平

成 26年度以降だけを評価すればよいのか、あるいは過去を振り返って伊賀市は良く

なっているというような評価を求められているのか、どちらかといったところがあ

ると思います。従って内部評価で目標を作って、市民アンケート等により内部で頑

張っておられますが、それに対する評価で外部からも見ていかがかということが、

果たして伊賀市が良くなっているのかというところと、必ずしも整合が取れている

とは言い切れません。資料№１の１ページ下の注釈３の「その改善方策を翌年度の

事業または翌々年度の事業に反映させるもの」というのは今に始まったことではな

いと思いますが、平成 25年度をベースとしないと何が良くなって、何が悪くなった

のか分からないのではないかというのが、本日の審議会に出席して思った感想です。

やはり我々はトータルして見たいと思います。私個人は過去と現在を比較しないと、

伊賀市が本当に良くなっているかどうか分からないので、各委員さんにおいてもそ

の事業が適切かどうか分からないのではないかということで質問をさせていただき

ます。できれば平成 25年度は違った形で予算がいくらかかって、こういう施策が別

途ありました。それが衣替えして今こうなっているというもの。新規のものは書い

てほしいと前に申し上げましたが、新規のものは新たにこういう形で表していると

グラフでお示しいただいたが、やはり継続しているものについても質が落ちている

のかどうか、そういうことを考えると、ただ平成 26年度以降の外部評価をお願いし

ますというのでは、それが仕事であると言われれば、そうせざるを得ないが、考え

方として重要なのは、平成 25 年度あるいは平成 24 年度が基準となるのではないで

しょうか。そのような考え方を申し上げます。 

（会 長） 

  今おっしゃったことは、もっともなことかと私も聞いていましたが、外部評価す

るのは１回目で、今まであまりしていないですよね。 

（委 員） 

  内部評価のものでよいです。 
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（会 長） 

  内部評価も含めて平成 25年度以前も出るものは出していただきたい。このような

ご要望です。そうしないと努力した経過や事業を変えた経過などが捕まえきれない。

そういう中長期的な視点から評価する立場に立つべきではないのかというご指摘で

す。これについては対応できるものについては対応していただきたいが、いかがで

しょうか。 

（事務局） 

  そちらについては、資料№１にある「スケジュールの中の現地確認を含む必要と

する情報についての調整」ということで対応をさせていただきたい。平成 25年度以

前は現在評価をしている再生計画とは期間が異なっており、必ずしも対応している

か否かという部分もありますが、できる限り資料は提供させていただきたいと思い

ます。 

（事務局） 

  資料№１の１ページの最初のところで説明させていただいたとおり、審議会条例

の中で本審議会の所掌として総合計画の評価に関することとあり、過去の分という

のは、経過という部分では入っているかもしれませんが、総合計画の評価という部

分では外れてくるのではないかというのが基本的な認識と思っています。従って過

去 10年と言われましても、それに関しては今申し上げたような話で、どこまで提供

できるかという部分はあり、先ほど簡単にお答えしましたが、難しい部分もあると

いうことをお含みいただきたい。 

（会 長） 

  出せるものもあるし、出せないものもあるということです。 

（委 員） 

  もう一点、それで結構ですが、第１回の時に私が申し上げたのは、３・４年経ち

メンバーが入れ替わった時、また新しい総合計画を出されて過去のことも示さない

で審議するということで終わってしまう。単年度主義や期間を区切る主義を繰り返

していては、本当に良くなっているかどうか、どのように判断するのかというのが

第１回目の私の質問です。それが今日まで来ていて、その資料について取りまとめ

出しますと言って出ていないわけです。当時は全部出してほしいと言っていたが、

今の話だと、検討する６施策だけでも結構ですが、本当にその政策が必要ならずっ

と続けられているはずです。そこが大切で、行政側が自分たちも見ていないという

ことであれば、それ自体が問題であるということを敢えて申し上げます。 

（会 長） 

  行政側の答としてもよく分かるし、委員のおっしゃっていることもよく分かりま

す。それは計画に対する意識の持ち方や「まち」に対する危機意識の持ち方によっ

ても変わってくると思います。委員がおっしゃりたいのは、前の計画が無しではな

い。それはそれで行政が行われてきた歴史と経過が積まれています。そこから新計
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画に変えて何が変わってきたのか、何を我々は提言すればよいのか、評価をすれば

よいのかという腰の据え方にも関わることなので、経過が分かるような資料をでき

る限り出してほしいとおっしゃったわけです。出せるものは出しますとおっしゃっ

ていただいたことで、私は良としたい。聞き方によっては、総合計画審議会の委員

は、総合計画に関わること以外発言する必要はないと聞こえる面もありますが。 

（委 員） 

  「その改善方策を翌年度の事業または翌々年度の事業に反映させるもの」と書い

てあるではないですか。 

（会 長） 

  つまり計画というのは前の計画と切断されて作られているものではないので、連

続性は必ずあります。そういう点では、新計画についてのみ発言するものではない

と考えます。いずれにせよ出せるものはできる限り出すとおっしゃっていただいた

と思います。私はそのように理解しました。 

（会 長） 

  それではこの件については、大筋３つのグループに分けるということ。それと基

本的には１グループ２施策ずつの合計６施策を評価対象とします。グループ分けに

ついては、アンケートにお答えいただき、決定させていただくということにさせて

いただきます。他に追加のご質問、ご意見はございませんか。 

以上で１の審議については終了させていただき、第２次再生計画（仮称）の策定

について事務局からの説明をお願いします。 

 

（２）第２次再生計画（仮称）の策定について 

・資料レジュメ、２-１、２-２、参考資料２種類について説明（事務局） 

（会長） 

これに関しまして、何かご意見・ご質問ございましたら、承りたいと思います。 

（委 員） 

初めに確認ですが、どこまでがパブリックコメントに出す資料ですか。 

（事務局） 

資料については、資料のナンバー２-１だけです。 

（委 員） 

では、そのうえで、引き続き意見を続けさせていただきます。一つは２-１の１ペ

ージ目「策定趣旨」の、星でいうと３番目の所、「第２次伊賀市総合計画は……」と

いう所の説明なのですけれども、これは抜き書きをしていらっしゃるので、少し分

かりにくくなっています。どこが問題かというと、「公平性・透明性のある市民主体

の市政運営を基本に、市民目線で分かりやすいことを重視する」とある。この「市

民目線で分かりやすいことを重視」というのは、後にも書いてあるように、評価方

法が分かりやすくなるという話でなければいけないのですが、ここに前の段階をす



 16 

っ飛ばして言ってしまっているので、市民に人気があるような施策を重視するよう

な感じに間違って解釈される恐れがあります。ここの引用は正確にするか、「分かり

やすいこと」を「分かりやすい表現」という形にしないと、人気投票のような形に

読み取れてしまうので、ふさわしくないかと思います。 

あと、レジュメの１ページの「体系の整理」に整理に関連して、議題１の話とも

つながりますが、「施策が多すぎるので集約し、成果指標を達成するために取り組む

事業を列記する形にする」という意見がありました。これに関して、多いとはどう

いう判断なのでしょうか。それから、先ほどから言っている施策の評価のやりやす

さですよね。どのような指標をやっていて、それをどのように公正的に見て回るの

かという観点でいうと、大体幾つぐらいが適当だと思っていらっしゃるのかを、参

考までに教えていただければと思います。 

（事務局） 

資料２-１、１ページのちょうど３つめのご指摘については、これは案でございま

すので、またご意見として整理させていただきます。それと、施策の話でございま

すけれども、現在施策が 108 個ございます。これについては、先ほどから施策評価

という話をさせてもらっていますけれども、特に今後、外部評価などに取り組んで

いく中では、第１次のときには、ほとんど同内容だけれども、何かの事情で分けた

施策も何点か見受けられます。やはり、評価いただくためには、もう少し一定取り

まとめた施策に減らしていって、見た目や外部の評価のしやすさなどを踏まえて、

どれくらいの数が適正かというのがあるのですけれども、できれば半分ぐらいには

まとめていきたいと思っております。これは、市民の皆さんのご意見や庁内の各種

事務事業の内容によって、数は変わってくると思うのですが、それぐらい減らして

いきたい、まとめていきたいとは、現在思っているところです。 

（委 員） 

分かりました。また今後の展開かと思いますが、ただ丸めてしまうときに、いろ

いろとでこぼこある指標が、減ってしまうと丸まってしまうので、かえって評価し

にくい面もあるかと思います。その辺りはまた、今後出てきたものを基に検討させ

てください。 

（事務局） 

指標の話もあったのですけれども、第１次再生計画を作ったときの、先ほどあり

ましたアウトプット、アウトカムの整理が混ざっていたりしているものを、今、ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略で、ＫＰＩ（重要業績評価指標）で一度整理し直し

ていますので、できるだけアウトカムになるような指標に置き換えていきたいと、

それも併せて整理をさせていただきます。 

（会 長） 

他にご質問等ございますでしょうか。 

（中井委員） 
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こういう言い方をするといけないのでしょうけれども、「再生」という定義で、皆

が違和感を持っているのですね。使っておられる方々あるいは市長からすると、リ

バース、生き返るという意味だと思うのですね。では、死んでいるのかという議論

になって、分かりにくい。ただ、他にも生物学では再生するｉＰＳ細胞、リジェネ

レーションや、場合によってはリサイクルという言葉も再生なのですよね。だから、

どうしても私はここ３年間４年間、違和感があって。行政の考えの言葉ですので、

それはそれでよいのだけれども。再生すればするほど、ＰＤＣＡには乗らないので

すよね。この再生計画も、計画全体がＰＤＣＡに乗らなければいけないのだけれど

も。再生というと、それがゴールですからね。いつまでも市民にゴールが見えない

言葉を使っていただいていると、やはり市民の関心が薄い。政策と指標の体系が理

解されにくいのは、「再生」という言葉が引っかかり過ぎているところがあるのでは

ないかと感じます。これは見直す気はないでしょうか。でも、「再生」では、この町

は元に戻ると生き返るだけなので、アクションはないという判断をしますよね。だ

から、もっとＰＤＣＡを回せるテーマの計画にした方がよいということが、私の意

見です。 

（会 長） 

ただいまのは、一つの、政策というよりも政治的な公聴の立場からの市民の受け

止め方をおっしゃったと思うのですけれども、何かご見解ありますか。 

（事務局） 

「再生」という言葉について、なぜこのような言葉を使うのかということは、策

定したときも、いろいろご意見がございました。その中で、伊賀市の再生というこ

とですけれども、ここでとらまえていた再生の意味については、それまでやってい

た取り組みを改善して、無駄を省きながら、効率的・効果的な市政運営を行うこと

に加えて、市民の皆さんの期待にこたえるべくスピード感を持って取り組むという

ことが、「再生」という言葉を表すものだという前提で、この再生計画を作ってきた

経過がございます。ただ、今おっしゃいましたとおり、「再生」という言葉のイメー

ジや、今後作っていく計画の中で、再生できたものはどうしていくのかという部分

では、さらに進化させていく部分もございます。そのような中で、今「第２次再生

計画（仮称）」とさせてもらいます。いろいろこれから作っていく中で、審議会の皆

さんや議会の皆さん、市民の皆さんから、この「再生」という言葉はどうなのかな

どのご意見も聞きながら作っていきますので、「再生」という言葉をこのまま使うか

どうかは、今後の検討の中で考えていきたいと考えております。いったん分かりや

すいところで、第１次再生計画は当時使っておりました第２次再生計画（仮称）と

いうことで、ご提示をさせていただいております。 

（委 員） 

それで結構なのですけれども、２ページの２．「第１次再生計画の視点」の「市政

の再生」で、「『再生』とは……」と言葉の定義をしていただいていますよね。これ
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は、多分入試だと落ちると思うのですね。「改善とは、これまでの取り組みを見直し」

とは、もう改善なのですよ。だから、ストレートに市民が受け取れる言葉にした方

がよいのではないでしょうかと、敢えて申し上げております。これは「再生」の定

義ではないです。 

（会 長） 

この説明は、むしろ外した方がいいかもしれないとおっしゃっているわけですよ。

全否定していらっしゃるのではないですよ。この説明が余分だとおっしゃっている

のです。「再生計画」という名前をつけることまで、真っ向から反対しておられるわ

けではなくて、もう少しアレンジして、「再生」という言葉のごつごつした響きを生

かす方法があるだろうというご示唆かと思います。一つは、「再生」とは前の状態を

全否定することにもなりかねない。つまり、１回死んだのだと。今から生まれ変わ

ろうと言っているわけですから、ゼロベースのスタートになってしまうのですよね。

そうすると、前の物の何を否定したのか、何を肯定したのかという峻別したところ

からスタートしないといけない。そうすると、ＰＤＣＡの流れが、そこからスター

トするのだから乗らないというご指摘でした。私は、あえて「再生」という言葉を

使われたのは、やはり首長さんをはじめトップマネジメントの決意の表れかと、私

は思っていますので、それについては。 

（事務局） 

第１次計画のときの定義が、このようになっているので。 

（会 長） 

これまでの取り組み、これがこのままですね。だから、こういったことを書かな

いとしかたがない。ですから、ここから引っ張ることもやめた方がよいというご指

摘かと思います。とは言いながら、別に再生計画のこの委員会として否定するとい

う結論に達したわけではないので。 

（委 員）  

そう。個人的にね。 

（会 長） 

再生計画といっていますけれども、第２次、これはいわゆる中期基本計画と理解

してもらったら結構かと思います。前期・中期・後期とあるのです。だから、言葉

の問題は別として、ターミナルはそういうことです。これに関して、何かご意見・

ご質問があれば。 

（委 員） 

ここにありますように、この再生計画、言葉の問題は別として、３年間ぐらいで、

一つの再生計画をやるということですよね。 

（会 長） 

今度は４年。 

（委 員） 
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例えばこれが今、再生計画そのものはこういうことが出てきたということは、最

初に出てきたのは３年前ですよね。市長が代わられて、こういうことが出てきたの

か。総合計画そのものは、もう 10年前から立ち上がっていますよね。そのままそれ

が進んできたと思いますので、それで成果が出ないので、再生計画というものを、

市長が代わられて新たに立ち上げたのか、その辺のところを。今後また市長が代わ

られると、またこれがころりと変わってしまうのか。その辺のところはどうするの

ですか。 

（会 長） 

それは誰が答えたらよいのか、悩むのですけれども、私なのでしょうか。事務局

なのでしょうか。事務局はこれには答えにくいよね。副市長いかがですか。 

（副市長） 

確かに、現在の市長は、もう４年目になるのですが、市長選挙で「市政を再生す

る」がキャッチフレーズになって、公約を掲げておられていました。それを実現す

るためという意味合いと、合併してから総合計画を作って８年経過していたのです

けれども、ちょうどいろいろな情勢の変化があったことと、それから合併特例債が

期間延長したということを含めて、当時の市町村建設計画を見直そうという動きが

あったのです。それで、新たな総合計画をスタートするとともに、それをより具体

化した、「再生計画」という名称になってきっていますが、その基本計画的なものが、

今、第１期としてある状態です。また、今年の秋には選挙がございますけれども、

それはそれとしながら、きちんとこの３年間を振り返って、次の計画の策定の準備

はしていく。選挙の結果によっては、例えばですけれども、いろいろな公約も掲げ

られるでしょうし、場合によってはですけれども、また新たな方が新たなことを掲

げる可能性もないことはない。そういうことを含めて、また計画に収斂させながら、

次の首長の任期の期間を実現するための計画の議論を、これから進めていくとご理

解ください。 

（会 長） 

他に何か。副市長の立場から、言いにくいことを言っておりますと。多分そこま

で副市長が言うことは、大変ためらわれたと思います。そもそも基本構想や総合計

画というものは、議会も拘束する、強制および議会全体の拘束をする計画なのです

ね。つまり、議会で議決しますから。だから、この役所全体の「団体意思」と私は

言っているのです。首長の公約は、行政候補者のリーダーの意思なのですね。だか

ら、議会とは関係ないのだと。つまり、首長としてご当選なさったからといって、

総合計画の基本構想を超えることをやろうとするならば、計画変更を願い出るか、

基本構想の議決変更をしてもらわないといけないわけです。ですから、基本構想の

方が上位計画なのです。その基本構想を実現するために、前期５年や後期５年、あ

るいはここの場合ならば、４年、３年と切っておられるのですけれども、それを首

長の任期にわざと合わせて、行政計画に当たる基本計画は、「あなたの意思を反映し
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てアレンジしてもよい」という意思を、ここに表しているということです。ただ、

基本構想については、もう一度議会の議決を取らないといけません。ただ、伊賀の

場合は、たしか基本計画も議決対象になっているはずでしたよね。 

（事務局） 

２年ほど前に議会が条例改正をいたしまして、今で言う再生計画は議会の議決を

要するとなっています。 

（会 長） 

そうすると、この基本計画、市長の公約の趣旨も盛り込むことが可能な基本計画

も含めて、議会は同意をする、あるいは否決するという権限を持っているというこ

とです。もし決められたら、もう議会も含めた団体意思になります。そういう弾力

性を持つために、分けているという説明です。 

（委 員） 

これはパブリックコメントで言ってくださいと言われることであれば、またその

とき言ったらよいかと思うのですが、今、レジュメの「次期計画策定コンセプトに

ついて」の「１．第１次再生計画における問題点」の「市民や民間等と行政の役割

分担が不明確」という問題点があるという中で、その一番下の所に「市民が行政に

対し受け身になっている」「行政が実行するものという意識がある」という言葉と、

ずっと下の方に、「２．次期計画策定にあたっての課題」で例を挙げてもらっていて

「安心な医療が受けられるようにします」とありますね。施策によっては、行政が

100％関わらないといけないものや、市民が関わらない、ほとんどやってほしいもの

など違いがあると思うのですけれども、その違いを、一目で見て「この議題はこう

なのです」ということがわかるように、マークのような物でわけてつけられたらど

うでしょうか。 

（会 長） 

それは、よいご指摘かと思います。前はどうだったでしょうか。 

（事務局） 

前は、そこまでやっていなかったと思います。 

（会 長） 

今のは、大変重要なご指摘で、第２次再生計画にあたっては、住民側が心得るべ

きこと、地域がなすべきこと、あるいは事業者・団体などを含めた民間であること

など、いろいろなことがありますね。それをすっと差っ引いた形で、行政がここを

頑張りなさいという、役割の整理をしてほしいとおっしゃったと思います。それは、

方針の中にも「今後そうします」と書いていますよね。書いてあったと、私は思い

ますが。その方向に向けて改善されるつもりと、私はとっています。 

（事務局） 

どこがどうやっていくという役割分担の話かと思います。総合計画、第１次再生

計画では、そこまでの細分はなく、再生の視点や内容をどうするかなどの視点の中
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で、役割を書いてある部分もございます。できるのであれば、連携する主体や、誰

が何をするという表現を計画書の中に盛り込むように、今後進めていきたいと思っ

ております。 

（委 員） 

言葉も当然あるべきなのですが、全部読まないと分からないので、一目見て分か

るマークのようなものを何か作れないですかね。役割分担が「この施策に対しては、

行政が全面的にやりますよ」というものと、「この施策に対しては、市民が１００％

に行かなくても、何％ぐらいで支援が必要ですよ」というものを示すマークのよう

なもの。 

（会 長） 

それは、施策によってばらばらではないですか。 

（委 員） 

そうです。ばらばらだから、施策によって、それを明記してもらえたら、もっと

分かりやすいかと。 

（会 長） 

例えば、この医療をモデルにした話をしてみるとどうでしょうか。 

（委 員） 

そうです。だから、「医療は受けられるようにします」ということは、100％行政

がやることですよね。 

（会 長） 

違います。100％行政ではありません。 

（委 員） 

例えばなんですけど、この言葉で「受けられるまちづくり」だったら、不明確だ

から分かりにくいけれども、「安心な医療が受けられるようにします」と、この施策

で「します」と言っていることは、「行政がします」ということだという感覚になり

ますよね。 

（会 長） 

違います。全く違います。前半も大事です。「市民の健康寿命を延ばし」とありま

すね。そうすると、「自らの健康管理に努めます」「かかりつけをきちんと見つけま

す」などは、個人の目標になりますね。それから、「近隣社会、地域社会では、集団

健康診断をみんなで受けるように、声をかけ合って参加します」などの目標が、次

に出てきますね。あるいは校区単位で、住民自治協議会などがもうできているとこ

ろでは、「住民自治協議会ぐるみで健診受診率向上運動に取り組みます」などという

ことも出てくる。最後に「行政がいわゆる救急や第２次構想体制を整備します」な

どということが出てくるわけですね。だから、「民間の医療機関にここも頑張っても

らいます」ということも、また出てきます。 

（委 員） 
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だったら、文書の中にそういったことが入り込んでいかないと、伝えることはで

きないですね。 

（会 長） 

それはそうですよね。だから、やはりきちんとそれぞれの主体ごとの役割という

か、なすべきことを、もっと明記した方がよいのではないかと、私はお聞きしたの

で。それは方針としてやってくれるはずですよねと、確認しているのです。 

（委 員） 

今おっしゃったことは、多分、主語がどこなのかが分かりにくいので、不明確に

なっているとのご指摘だったと思うのですね。さらにもう１点追加させていただく

と、市民や民間ファクターの参加のようなものが表されると、今おっしゃっている

ことがかなり分かりやすくなるのではないかと思います。 

（会 長） 

そうですね。ですから、今のでいったら、安心な医療が受けられると思っている

市民の割合などを意識調査すれば簡単に出るわけですけれども、そのような意識調

査ばかりやっていたら、非常にお金がかかりますから。そうではなくて、日常業務

の中で拾えるデータで、それを客観資料にしていく工夫も必要かと思いますね。そ

うすると、各住民自治協議会にお願いして、「かかりつけ医があると思っている人の

人数を出してください、それが住民自治協議会の何％になっていますか」などと統

計を取るなどですね。「私はきちんとかかりつけ医を持っています」や「健診を必ず

受けています」という人の比率などですね。そういうものを、やはり協力してもら

って、データで出せるようにしていくことも、必要になってきますよね。そういう

意味です。だから、個人の責任、家庭の責任、地域の責任、さらに協議会単位の広

域的な地域の責任、そして最後に行政責任と、このように積み上げていく仕組みに

した方が、「何でもお役所がやってくれるのでしょうね」とならない計画になってよ

いのではないですかと、おっしゃったのではないかと思ったのですけれども。今、

とても大事なことを確認されたと思います。前、事務局と打ち合わせしたときも、

役割分担のことを、今度はきちんと出しましょうということは、下打ち合わせで協

議はしていたのです。委員の方からも、そういうご要望といいますかご指摘が出た

ことは、大変重要だと思います。それでは、この件につきまして、他にご意見・ご

質問はございませんか。あとは、行政側の、推進本部側の作業の進捗を待つことに

なるかと思います。これにつきまして、何かご意見・ご要望がございましたら。 

 

４ その他 

（会 長） 

  その他、何かご意見ございましたら。 

（委 員） 

  会長にお聞きしたいのですが、私たちが外部評価をするにあたって、概ね適切な
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評価など色々あったと思いますが、それを自分たちが判断しないといけないわけで

すが、私と会長では能力にすごい差があります。どのように評価していけばいいの

か不安です。３つのグループに分けたとき会長が自分のグループに居られるかどう

かも分からないし、その評価がうまくできるか不安ですが、私だけでしょうか。 

（委 員） 

  私はもうひとつ内部評価と大きく違ったらどうするんだろうと。そういうことは

思います。 

（会 長） 

なるほど。 

（委 員） 

頭でイメージが描けるような会長の思いというか、実例でもいいので、仕組みで

あったり、進行方法、最終のまとめ方などについてご説明いただくと、自信を持っ

て参画できるのではないかと思うのですが。 

（会 長） 

ズバリ言いまして、あまり難しく考えずに、素直に見ていただいた方が良いので

はないかと私は思っています。政策の優先順位の評価などは政治家や政治家のサポ

ーターであるトップマネージャーが判断することであると私は思っています。役所

で言うと市長・副市長・部長ですね。私たちはそこに至るまでの意見を言う権利は

有していますが、それを言い出すと政治論争になりかねない。ですので、私はそれ

は控えています。それよりも内部評価で上がってきた評価が、自分達の得手勝手な

評価になっていないか。むしろ外から見たときに、「このあたりの視点を忘れていな

いか」や「こうやればもっとうまくいくのでは」ということを指摘する方が良いと

思います。市長も政策ブレーンと勘違いしない方が良いと思います。あくまでも内

部評価が科学性や客観性からずれていないかということを指し示しサジェストする

程度で充分かと思います。プラス委員がご心配されているのであれば、生活者とし

てあるいはご自分の近隣生活であるとかご自分の人生体験から、この施策に対して

言いたいことをおっしゃる機会かと思います。それで充分です。まるで入試の判定

委員になったかのような重たい責任を背中に感じる必要はないと思います。 

（委 員） 

基本的な説明は説明しますが、説明責任までは求められないと。従って個人的要

素も入らないという判断でいいですね。 

（会 長） 

いいです。仮に個人的な体験から色んなアドバイス、サジェストなさったとして

も、委員会全員で共有するということでいけばいいんじゃないでしょうか。 

（委 員） 

いい機会なので、説明責任を求められた場合は多少は言えるぐらいでないと。 

（会 長） 
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そこに行って、私はこういうことを言った覚えがあるよというぐらいは言っても

よいと思います。今申し上げた程度の構え方でよいかと思います。というのは内部

評価は精密に成長させておられるが、そこにちょっとしたズレがあるかもしれない。

あるいは絶対評価に近づけようとするあまり、逆に狂ってくるかもしれない。結局

相対的に見てあげるというのが、こちらの立場かと思います。要するに社会のもの

さしでものを見る、外からの風でものを見るという役割なので、素人でいいのです。

そう思っていただきたい。みんなが素人だとどこに行くか分からないので、１人か

２人は玄人として踏み留まっていただくということを申し上げたい。 

（委 員） 

欲を言いますと、だからこそ過去の事例や他市の事例がないと、我々はなかなか

判断できないということを、第１回で申し上げたんです。 

（会 長） 

ですから、そういうデータが出せるものは、可能な限り要望に応じて事前に出す

ということでご協力お願いします。 

（委 員） 

２点ほど脱線するかもしれないが、伊勢志摩サミットがあるが、伊賀市としての

関わり方はあるのでしょうか。 

（事務局） 

伊勢志摩サミットは、伊勢志摩サミット三重県民会議がありまして、そこに市長

が会員として参画しています。その会については、商工会議所さんや観光協会さん

など、市内の色んな団体が入っておられますので、全県的な関わりとしては、そち

らに入らせていただいています。行政的には伊勢志摩サミット推進局があり、県か

ら市に物産や参画事業についての色々な照会があるなかで、報告させていただいて

います。 

（委 員） 

もう１点は、ＩＴが絡む関係で、伊賀市としてセキュリティの強化については、

何かされているのでしょうか。特に今はマイナンバーをはじめ、色々出ております

し。 

（企画振興部長） 

マイナンバー法に基づき、まず法的な整備をしています。今総務省主体にそれぞ

れの都道府県が中心になって各市町にファイアーウォールというセキュリティの網

をかけるような施策を構築するように、補助事業で進めていくように協議をしてい

る最中です。しっかりと情報系とインターネット系と分けて構築するような指導を

いただいています。 

（委 員） 

ありがとうございます。 

（会長） 
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他に事務局からお伝えいただくことはございませんか。それでは本日は大変ご協

力いただき、うまく運びました。ありがとうございました。 

 

 

 

 


