
 1 

第５回伊賀市総合計画審議会 議事録 

 

開催日時 平成 28年 4月 21日（水）14:30～16:45 

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） 

 宮﨑 慶一（一般社団法人伊賀上野観光協会） 

 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） 

 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） 

欠席委員  服部 保之（公益財団法人伊賀市文化都市協会） 

 松岡 克己（伊賀市人権同和教育研究協議会） 

議事日程 １ あいさつ 

２ 議事録署名人の指名について 

３ 諮問 

４ 審議事項 

（１）第２次伊賀市総合計画 第２次再生計画（仮称）策定方針について 

（２）第２次伊賀市総合計画 第２次再生計画（仮称）アウトラインについて 

（３）外部評価の施策対象等について 

５ その他 

議事概要 １ あいさつ 

（会長） 

  皆さんこんにちは。 

  本日はご出席賜りありがとうございます。今日は班分けの話もありますが、どう

かよろしくお願いします。 

 

  ・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 

  ・３諮問について、市長が公務により審議会に遅れていることから、４審議事項

の途中で諮問させていただく旨報告。 
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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、中井委員、川口委員を指名させていただきます。よろしくお願いします。 

 

（会長） 

  ３の諮問については、先程事務局から報告があったように、市長が急遽出張され

ているとのことであるので、後ほどいただくということで、審議事項に入りたいと

思います。 

 

４ 審議事項 

（１）第２次伊賀市総合計画 第２次再生計画（仮称）策定方針について 

・資料１、資料２について説明（事務局） 

（会長） 

特にご意見、ご質問もないので良とします。 

 

（２）第２次伊賀市総合計画 第２次再生計画（仮称）アウトラインについて 

・資料３、資料４、資料５について説明（事務局） 

（会長） 

この項目についてご意見ご質問を伺いたいと思います。 

（委員） 

資料４は第１次再生計画の振り返りということでご用意いただいたが、７章の扱

いをどうするのでしょうか。７章は分野別ではなく、市民参加の推進と行財政改革

の推進の項目です。つまり７-１は地域内分権や情報共有と市民参加のところであ

り、それが第２次再生計画の目玉になるのであれば、７章の振り返りがなければ、

第２次につながらないのではないかと思います。７-２についてもどのタイミングで

振り返りを行うのか。第１次再生計画の総括と言いながら、７章の計画の推進の部

分がなかったので気になりました。 

（事務局） 

７章については、当初から成果指標の設定がありませんが、現在、施策評価シー

トを整理している中では、可能な限り成果指標を示しながら施策評価シートを作成

していくということで整理しています。一旦、この資料４については１から６の分

野を示させていただきましたが、資料３の中で、第３章の政策体系の整理など、今

後に繋がる大事な部分、エンジンの部分ではないかと思っています。市内部の協議

も進んでいないため、計画の推進の分野については追ってお示ししたいと考えてい



 3 

ます。 

（委員） 

７章は本当に大事な部分です。情報共有や市民参加がきちんとできていれば、パ

ブリックコメントで言われているような「市民は全く知らない」などと言われるこ

とはないと思います。評価事項を設定していなかったから評価できないというのは

まずい回答だと思います。一番大事な話なので、この中には含めないが、おいおい

きちんと評価をして、それをご報告いただくというのであれば理解できます。前者

なのでしょうか、後者なのでしょうか。 

（事務局） 

後者で考えています。 

（会長） 

フレームの話としては、大抵大筋でご理解いただけると思います。 

 

・資料６今後のスケジュールについて説明（事務局） 

（事務局） 

  外部評価の施策対象等の審議に入らせていただく前に、外部評価の部会の中でス

ケジュールを確認いただく必要があるかと思いますので、本来ならば審議の最後に

スケジュールの説明をさせていただくところですが、ここで説明させていただきま

す。 

  本日の審議会が第５回目であり、予定では次の審議会を７月の上旬か中旬ぐらい

に第６回をさせていただき、８月の上旬ぐらいに第７回を組ませていただいていま

す。しかし再生計画の内容を審議いただくには、回数が少ないのではないかと少し

心配しています。先ほど相川委員が言われたように、計画の推進の振り返りである

とか、施策体系の見直しであるとか、体系と中身を２回の審議で行うことは、少し

無理があるのかとわれわれも懸念している部分もあります。できましたら７月の前

半と後半で２回ぐらいの審議会を開催させていただければと思っていますが、この

辺りについてご協議いただければと思います。 

（会長） 

資料６を見た上での話として、第６回と第７回の間にもう１回ぐらい全体会が要

るかもしれないということですか。 

（事務局） 

ご指摘の通りです。 

（会長） 

第７回は８月上旬というスケジュールのままでいくと、７月中に２回やらないと

いけないということですか。 

（事務局） 

８月上旬が、７月の終わりになると少しきついのであれば、８月の第７回が少し
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ずれる可能性もあります。 

（会長） 

確認だが、第７回審議会が少しぐらい後ろへずれても構わないのでしょうか。 

（事務局） 

議会に中間案を示し、パブリックコメントに入っていく必要があるので、お盆前

ぐらいが限界です。 

（会長） 

役所の各部局の協力体制が必要でもあり、思うように行かないこともあり得ます。

提起のあった第６回と第７回の間に、もう１回ぐらい入ることについては、ご了解

いただけますか。 

（委員） 

例えば７月初旬や６月末なども、議会との関係で無理なのでしょうか。 

（事務局） 

６月議会が終わってすぐであれば、６月後半でもよいとは思います。 

ただし、外部評価をそれぞれ分かれて行っていただく必要があり、第６回では意

見の集約作業も並行して行っていただく必要があります。第６回が６月終わりに来

ると、それまでに外部評価をそれぞれの部会でお願いすることとなります。 

（会長） 

少し無理があるということです。それでは、７月の第６回審議会の日取りを、ま

ず決めたい。申し訳ないが、全員一致はだんだん難しくなるので、できるだけ多数

の方の都合のよい日で決めるということで、お許しいただきたい。 

（委員） 

第６回までに評価を２回行うのでしょうか。資料７の下に参考で外部評価の実施

日を書いていただいていますが、７月１週目に評価を行って、７月２週目に第６回

を同日に行うか別日に行うかという案が書いてあります。それまでに１回行うとい

うことは、評価はもうそこまでで終わっているということでしょうか。 

（事務局） 

資料６のスケジュールでの想定は、６月中旬頃から第６回審議会までに終えてい

ただき、第６回審議会に評価結果の概要を報告いただき、第７回で答申をいただく

という腹案を持っています。各グループで評価施策を２つ持っていただくというお

願いであり、第６回審議会までに１回の会議で２つを済ませていただいたらどうか

と思います。場合によっては、第６回審議会が昼からであれば、午前中に評価をや

っていただいてもとは思っていました。 

（会長） 

評価は１日でやろうということです。 

 

（この間、日程調整） 
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（会長） 

各部会のリーダーを務める可能性のある方を重視したいと思いますので、７月１

３日の１４時とします。８月は３日の１４時とします。あとは分科会の作業日程を

詰めていただくことになります。 

 

（事務局） 

  審議事項の（３）に入る前に、市長が戻りましたので、ここで、市長から総合計

画審議会に諮問させていただきます。諮問にあたり岡本市長からあいさつさせてい

ただきます。 

 

（市長） 

  皆さま、お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。今後第２次再生計

画の策定や外部評価について担っていただくことになりますが、「勇気と覚悟が未

来を創る『ひとが輝く地域が輝く』伊賀市」をしっかり実現していけるよう、改め

てお願い申し上げます。 

 

・市長から会長へ諮問 

 

（３）外部評価の施策対象等について 

・資料７について説明（事務局） 

（会長） 

多数決か５点満点法かは、班ごとに決めるか統一的に決めるか、どちらがよいの

でしょうか。 

（事務局） 

各班の構成委員のお考えもあると思いますが、会長がおっしゃるように統一とい

うことであれば、この場で決めていただいたらと思います。 

（委員） 

評価手法が違うと、見る側が困るのではないでしょうか。ある程度統一したほう

がよいのではないでしょうか。 

（会長） 

客観法に近づくと、得点合計で出したほうがよいということになりますが。 

（委員） 

点数化することは本当に難しいと思います。 

（会長） 

点数化したとしても、結果を見た上で、もう一度議論して、本当にこれでよいの

かということはあると思います。多数決で決めるにしても、意見交換をするうちに、
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自分の思い込みというか、認識が違っていたということもあります。何度も議論し

て、もう一度審議しようということになる。点数法でやっても多数決法でやっても、

議論は何度もしなくてはいけないと思います。ただ、行政側の受け止め方としては

どうでしょう。「適切な評価」から「見直しが必要」まであったとしても、外部評価

の得点表が出てきたほうが、参考値としては使い勝手がよいのではないでしょうか。

例えば、進捗状況について非常に評価は低いけれども、取組みのあり方について評

価が高かったなど、評価分布がそれぞれ出るので、多数決法よりは点数法のほうが、

行政の受け止め方としては役に立つのではないかと思います。 

（事務局） 

おっしゃるとおりかと思います。点数が客観的な意味を持ち、その部分について

妥当かどうかの議論とでダブルチェックになりますので、そのようにおっしゃって

いただければそちらの方でお願いいたしたいと考えます。 

（委員） 

結論を言えば、一般には点数がよいと思います。それ以外の意見として、内部評

価について意見を述べて見直すという形で、内部評価と齟齬が出たときにどうする

のかという問題が一つ残ります。われわれは外部評価委員という形でフラットに評

価してよいのか。２７年度の行政経営報告書の中から２つ選んで評価するときに、

何を言わなければいけないのか。公共性の非常に高いものを求めるのか、それぞれ

の施策に沿ったものを評価するのか。あるいは継続的なものを評価するのか。必要

性と重要度でいくと、必要性の中にも市民がしてほしいものもあれば、実はもう必

要なくなって、満足しているというものもあるかもしれない。そうすると、必要だ

から継続する場合もあるが、レベルを上げ切れないから打ち切るという考え方も行

政には必要だと思います。民間だと、大体そうなっていきます。対象は２万人で１

万９，０００人の方にうまくいったと、あるいは１万６，０００人だったというの

は分かりやすいが、まちづくり、地域おこしについて、一生懸命やっていただく中

で、公共性が高いものとなると、駅前再開発もあるし、地域もあります。われわれ

としては、できれば公共性の高い、あるいはコストパフォーマンスのよいもの、あ

るいは雇用が増えた、税収が上がったなど、本来そういう形で見なければいけませ

んが、行政側からの意見の中にはそういうものがありません。本来は、やはりそう

いう意見を加味したほうがよいのではないかと思います。それは議会の仕事であり、

この審議会はそういうことをしなくてもよい、この項目だけで判定して欲しいとい

うならば、それはそれで結構です。しかし、本当の思いは、市民もわれわれも一緒

だと思います。だから、客観的な数字にするが、公共性の高い低いをどういう尺度

で決めるのかということから始めないと外部評価にならない気がしました。 

（委員） 

前回の議事録を読んだとき、委員の中でも評価の姿勢に対し不安が出ていました。

そのとき会長から、それぞれの立場において、自分の所属している社会の常識とし
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て見たらよいのではないかということでした。結論から言って点数化する方に賛成

ですが、そこで議論があるわけなので、例えば、５をつけた人と１をつけた人が、

議論の後でも５や１をつけることは絶対ないだろうと思っています。５人の中で平

均化して、ある程度客観的な数字になってくると思います。 

（委員） 

５人の中でいろいろな議論をしながら、一つの数字を作り上げていくというのは

大切なことです。その前の考え方の中に、何を評価するのかという中に、内部評価

はこのような項目があるわけなので、同じ様な形でわれわれも評価するのか。それ

とも違う要素を加味してみていけばよいのか。そのあたりの議論です。極論を言う

と、一生懸命やっていただいているから、その事業のグループの熱意も見たいと思

います。それを見ても、結局は独りよがりかもしれないし、客観的評価にはならな

いかもしれないが、そこを評価されないと、やっている方もたまらない。われわれ

は外部評価をするが、それを取り上げるかというと、そこまでは分からないとなっ

てくるかもしれない。公共性なり職員の熱意なりは、私自身は個人的な評価をした

いと思っています。 

（会長） 

お二方の意見は、班ごとに分かれて議論するときにも、心得ていたほうがよいご

意見だと思います。ただ、今回が初めてですので、まずやってみて慣れることが第

一であると思います。議論をする論点が評価項目から抜けているかもしれない。そ

こを評価するならばこれだけでは足りないなど、いろいろな提案が出てくると思い

ます。それを加工修正していくプロセスの第一歩と考えていただくべきではないか

と思います。もっとも、中井委員が大変大事なことをおっしゃっていて、政策をど

のように評価するかという話です。ところが、これは実は施策評価です。だから行

政内部の評価にも、ある程度ＯＫを与えられるわけだが、政策評価は価値判断評価

でもあり、弱い人の立場に立って考えるのと、もっと経済的に投資しないといけな

いという立場と、どちらが優位かということはできない。政策的なレベルでの価値

判断まで加えるべきかどうかの議論を避けては通れないので、政策評価に至るまで

の仕組みを、審議会としても鍛えていくべきだとおっしゃったと思います。いずれ

おいおいそういうことを価値判断として考えなければならないということを私自身

も気づくことがあると思います。要するに政策を評価するものと、政策体系として

の施策を評価するものと、プログラムの中の個別の事業を評価するのでは態度が違

うということをおっしゃっています。できるだけ政策というものを展望しながら議

論したほうがよいということです。 

（委員） 

初めてなので、色んなコメントは全て別紙ででもお出ししたほうがよいでしょう。 

（会長） 

コメント重視でいきたい。出された意見をできるだけ載せたい。ただ、点数は点



 8 

数で出してみたいと考えます。もう一つ、リーダーを決めていただきたいというこ

とですが、各グループに分かれてから決めますか、ここで決めますか。 

（委員） 

各グループで分かれてからでよいのでは。 

（会長） 

それでは、グループに分かれていただくことでお願いいたします。 

 

（この間、分科会において議論） 

 

（会長） 

  各班に分かれて色々決めていただいたが、各班の決定事項を共有していきます。 

 

 ・各班のリーダー及び評価施策について報告 

【Ａ班】 

 リーダー：中川幾郎氏 

 評価施策：①1201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 

      ②6403住民自治協議会の支援体制づくり 

 作業日程：７月６日（水）午後 

 

【Ｂ班】 

リーダー：相川康子氏 

 評価施策：①2102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 

      ②5201あらゆる分野における男女共同参画 

 作業日程：早ければ５月 18日（水）頃 

      その他候補日として６月 15日、16日、17日、７月１日 

 

【Ｃ班】 

リーダー：中井茂平氏 

 評価施策：①3201持続可能な農業の推進 

      ②4201市内幹線道路・生活道路の整備 

 作業日程：７月１日（金）14：00～ 

 

（会長） 

  以後は分科会でのご検討をお願いします。 

（委員） 

評価に際して必要な資料の提供をお願いいたしたい。 

（会長） 
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他の部会についても同じであり、前もって資料の提供等の依頼があれば、事務局

でのご対応をお願いいたしたい。以上で審議事項（３）については終了します。 

議事全体を通してのご発言はいかがでしょうか。無いようなので進行を事務局に

お戻しします。 

 

   

（事務局） 

  何点か日程等の確認をさせていただきます。第６回の総合計画審議会については、

７月 13日（水）の午後２時から、第７回については、８月３日（水）の午後２時か

らで、会場については基本的には本日同様の会場を考えていますが、改めてご案内

させていただきます。各グループについては、Ａ班が７月６日、Ｂ班が候補日から

調整、Ｃ班が７月１日ということでご確認いただいています。先ほど委員から資料

提供の話もいただいきましたが、色々ご検討いただく中で必要な資料について各委

員さんから行財政改革推進課までご請求いただければと思いますのでよろしくお願

いします。 

 

 

 


