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第６回伊賀市総合計画審議会 議事録 

 

開催日時 平成 28年７月 13日（水）14:00～16:50 

開催場所 上野ふれあいプラザ３階 中会議室 

出席委員  平井 俊圭（社会福祉法人伊賀市社会福祉協議会） 

 中井 茂平（上野商工会議所） 

 清水 みどり（伊賀市民生委員・児童委員連合会） 

 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（株式会社百五銀行） 

欠席委員  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） 

 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 審議事項 

（１）外部評価について 

（２）第２次伊賀市総合計画 第２次再生計画（中間案）について 

４ その他 

議事概要 １ あいさつ 

（会長） 

  皆さんこんにちは。 

  今日は外を歩くと蒸し風呂のような状態ですが、お集まりいただき、ありがとう

ございます。これまで３部会に分かれて、外部評価の作業をしていただきました。

半日しっかり時間を要し、集中的な審議をしていただきましたが、ご協力ありがと

うございました。本日はそのまとめも出ておりますので、後ほどご審議賜りたいと

思います。どうぞ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 
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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、服部委員、大櫃委員を指名させていただきます。よろしくお願いします。 

 

３ 審議事項 

（１）外部評価について 

・資料について説明（事務局） 

（会長） 

概要について説明いただいた。今までの点について質問はあるか。 

（委員 

） 

この評価結果の活用について、私どもは他のグループより辛口の評価になったか

もしれないので、公開されたときに、「伊賀市はこんなことか」と評価されると心苦

しいと思う。年間 1,000 人も人口が減っている状況の中で、ぜひ多くの方に伊賀市

へ入っていただきたいが、どのような活用をされるのかが気になる。 

（会長） 

  今の点について、活用の仕方、外部への公開・示し方について、お答えいただき

たい。 

（事務局） 

次回の審議会においては、各部の部長、次長にも出席を依頼しており、そこでの

共有がまず１点目である。それから、答申ということで、外部にも発信をしていき

たいと思っている。今、確定しているのは、この２点である。 

 

・資料「外部評価報告書（案）」に基づき、各グループからの報告 

 

（会長） 

  ３グループから報告いただいたが、追加の説明やお気付きの点は。 

（委員） 

6403の「③取り組みのあり方についての意見」の点数が 10点と他の分野に比べて

極端に低い。これは住民自治協議会の支援体制のことかと思うが、取り組み方が間

違っているとは言わないが、ほとんど進んでいないのではないかと感じ、この点が

どうかと気になる。 

（会長） 

結論から言うと、教育的指導ということかもしれない。努力をしていることは事

実だが、成果が出ていない。取り組み方が間違っているのではないかという意見が
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あった。地域担当職員制度の配置の仕方、トレーニングの仕方、位置づけ方、すべ

てをもう一度ゼロベースから見直したらどうか、そのぐらい思い切った大転換を図

らないと、前へ進めないのではないかというように集約したと思う。 

（委員） 

私たちのチームの点数はすごく低いが、話し合った時に、３点は付けないでおこ

うという評価で、平均よりうまくいっているのか、いっていないのかという視点で

点数を付けており、この 10点が他のチームの 10点と同じかと言えば、違うと思う。

各グループで評価の感覚にズレがあるのかもしれないと思う。 

（委員） 

冒頭質問させていただいたのも、そういう意味である。全体の目ぞろえがなされ

ないままに、こういう形でやれば、そうなるだろうと思う。この場が目ぞろえをす

る場かと思うので、議論を深めていただきたい。 

（会長） 

各グループで、点数の手加減の仕方が違うことは当然あるので、他のチームの採

点結果を見て、チームの点数の変更を、皆さんの合意のもとに修正することを可能

としてよいか。あまりにも落差が激しいと、不公平になるかもしれないので、いか

がか。 

（委員） 

最初に外部評価をどうするかという時に、個人の判断で良いのではないかという

話だったが、結局、我々の理解が深まっているものは点数が高い。先ほど申し上げ

た道路のように、造ると決めて、この期間にこういうことをしたと言われると、そ

れを２点や３点にはできない。そこに造るのが良いのか、その後はどうなっている

かなど、言いたいことはあるが、１年ごとの評価をするという条件なので、「今年は

この道路を造りました」というだけのこのシートの中で評価するという条件では、

私どもとしては、今の点数はあまり変わらないと思う。もう一つは農業についてだ

が、農業においての施策の中の目標と言っても、非常に見にくい。指標の設定は正

しいのかと言われると、我々はとしては、この指標自身は「正しいだろう」としか

言えない。我々は農業従事者でもなく、国土交通省の役人でもないので。「正しいだ

ろう」の中からの点数として、一生懸命やられているとなると、概ね３点と４点の

間という評価になる。そうなると、取り上げるテーマごとに、点数が違ってくる。

統計手法を統一しないと、我々の声が響かないので、点数の変更にはルールが必要

である。そのルールによってもう一度見直すならばよいが、多分うちのチームは、

今の意見あるいは今の評価は変わらないと思う。 

（委員） 

10 点の話だが、あれは内部評価も低かったと思う。だから、外部評価も当然低く

なる。努力していない評価ではなく、施策に対する評価なので、努力しているのは

分かるが、成果が上がったかどうかの評価としてよいのではないか。 
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（委員） 

それはそれでよいが、その調整は、とりようがないのではないかという話をして

いる。 

（会長） 

論点を一つひとつ絞っていきたいのは、他のグループと比較して落差が激しいと

ころを調節する可能性をありとするか、と問題提起したので、少し議論が揺れてい

る。それに対して委員からは、制度的に確立されたものについては達成度が非常に

分かりやすいが、相手が「生き物」とおっしゃったと思うが、そういうものは判定

が難しいものではあるが、判定にぶれが出ることはやむを得ないとおっしゃってい

るように聞こえた。どれだけ頑張ったか、と、どれだけ効き目を発揮したか、とは

違うということである。我々は、結果的には効き目が出ているのかで評価している。

努力していないと評価しているわけではない。特に「第２次再生計画に向けての意

見」と対応して「構成する事業に対する意見」は、有効性評価や成果で評価してい

ることは間違いないので、認識を統一して決断したらどうかとご示唆いただいたと

思う。条件がもともと困難なので、行政の方がめげる必要はない。個々の点数を見

ていただくと、進捗状況についての意見は、例えば私どもは 14点だが、取り組みの

あり方については 10 点と非常に低い。これは、「進捗状況については、ある程度頑

張っている」けれども、「成果はなかなか出ていない」という考え方だとご理解いた

だきたい。同様に、Ａ班の福祉相談の窓口のところも、非常に成果も出ている、そ

して、事業もやっているという評価をしている。それと比べると、努力している割

に効果が出ないのは、何かしくみを変えないといけないのではないか、という答え

を出しているとご理解いただきたい。成績評価と考える必要はなく、政策の見直し・

検討のための材料として考えていただいたらというふうにお助けいただいたと思

う。 

（委員） 

評価の話だが、点数の範囲に関しては委員がおっしゃったように、もともと今回

は個人の評価でやるしかないと言っている。かなり頑張っているところが低く出た

ことに関しては、「はじめに」や「おわりに」などの文章のところで補っていくしか

ないと思う。これが第１回目の試行であったにしても、やり方について徹底してい

なかった。非公開ならばフランクに話し合いができたが、中途半端に公開し、議事

録は作らないという形だったので、言質を取られないように警戒するような物の言

い方になったところもある。取り扱いに関して未整理のまま突っ走ったので、施策

担当者の説明の仕方も変わってきたし、それによって、好感度のような部分で点数

がぶれたと思う。市民ができる施策評価をどのレベルまで目指すのか。施策評価を

きちんとするには、同じレベルの自治体の政策実態や全国的な動向などが分かって

いる必要がある。それを一般市民がやるならば、議員ではできないような政策提案

や地元で頑張っている自治会やＮＰＯの方から何か良い意見を見つけること、例え
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ば、この中だと３番や５番の施策の取り組みの方向性や、次に計画を作るときには

こうしようということを引き出すことが目的ならば、今のやり方で良い。ただその

場合、数字の出し方は非常にポイントになり、これが表に出た場合、特にメディア

では「何点以下の政策」となるので、そこは記者発表などでフォローが必要かと思

う。もう一つ、やはり分かりにくいのは、施策と事業評価はもらっていたが、その

上の政策。例えば私どものところでは、地域防災計画の関連部分が分かっていない

とこの施策の適当性が分からない。男女共同参画の基本計画も、結局評価をしてい

る間は計画書が届かず、後から取り寄せた。市民と評価するときにどのような材料

が要るかを担当課でもう少し精査し、事前に打ち合わせをしていただきたい。 

（会長） 

委員からのご指摘は、大変重要なことを含んでいる。公開するのかどうか、議事

録をどのように残すのか、それから、評価そのものが私たちの生活感覚でするしか

ないので、客観性を担保できるかというと、それはまた別の議論になるというご指

摘である。また、その評価の安定性について、定型的・制度的事業に関しては、理

解しやすいので評価が高くなるが、住民自治協議会のような自治事務に関しては、

非常に評価が辛くなっている。そういうぶれがあるというご指摘である。次に何点

という点数方式で公表することは良いのかどうか。あるいは、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄなど

がよいのかということも含めて検討しなければならないのが、今の状態かと思う。

そこで、伊賀市から、これについてどのような形で公表するかを諮問されているわ

けである。この外部評価報告書そのものは、何らかの形で完成しなくてはいけない。

今日のものは素案だが、「はじめに」「おわりに」の書き方にも工夫が必要だという

ご指摘があった。それから、先ほどの点数の話。点数として公表するか、あるいは

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄで行くのか、まだ決まりかねている。また、各班で書き方が違うの

で、文章を統一し、編集しないといけない。本日の審議会の中でこれを行うことは

不可能であり、一定の編集作業を一旦事務局でしてもらいたい。インタビューをし

て、調整しないといけないと思う。そういう方向でよろしいか。採点方式に関して

も、点数よりは、やはりＡ、Ｂ、Ｃのほうがよいという気がするので、その方向で

ご了解いただきたい。異論があれば、おっしゃってください。 

（委員） 

なぜ点数方式がいけないのかという気がする。カスタマイズする文章については、

事務局にお任せしたらよいと思うが、十人十色で考え方が違い、内部と外部のギャ

ップの問題も出てくると思う。しかし、やはり外から見たときの外部委員としての

責務から考えたら、こういう意見が出たということを羅列して、皆さんのコメント

を事務局として載せていただく。私としては、点数方式で別に問題ないと感じてい

るが、なぜそれをＡ、Ｂ、Ｃに変換しないといけないか、その考え方が理解しにく

い。 

（会長） 
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私が提案した理由は、２点、３点の差は、結構大きな印象の差が生まれてしまう

からである。それを大きなグループの中に入れてしまえば、あまり差別感はないの

ではないかと思った次第である。初めに言っているように、主観による差なので、「１

点、２点の差は誤差の範囲です」などの説明を、どこかに入れないといけない。 

（委員） 

数字を見て、皆評価していると思うが、10点と 20点の差は、やっていることが半

分という評価にはならないと思うので、私は中川会長の意見に賛成である。 

（委員） 

ただ、これは「適切な評価」、「概ね適切な評価」などという書き方をされている。

外部の評価なので、これでも良いのではないか。 

（会長） 

市長に出す報告書としては出すが、点数としては、一般的に外に出さないという

ことでよいか。 

（委員） 

もっと大きな問題がある。報告書の「岡本栄様」のところの２行目に「内部評価

の検証等を行いました」とあるが、内部評価は我々は十分に理解しないで評価して

いるので、内部評価の検証は、ここに書くほど行っていないのではないか。内部評

価と外部評価をどのように位置づけするのか。黒板を使ってよいか。三つのケース

が考えられて、最初からこれが実情ではないかと、個人的には思っていた。要する

に、内部評価と外部評価が、一部同じ項目でやっている。なおかつ、内部は内部の

自主性、外部は外部。これを総合評価として捉えるのか、パラレルに捉えるのか、

報告書もどうするのか。内部評価を検証していない中で、こういう文言で出してよ

いのかどうか。委員が指摘したように、評価で左下に必要性５項目、有効性あるい

は効率性、それぞれで各課長がつけているところの、個々の項目を私どもは詳細に

は存じていないので、検証はできていないのではないかと思う。だから、どういう

形の評価の位置づけ、あるいは外部評価の立場をするのか。行政の方は、どういう

お考えで、この評価手法を位置づけようとしているのか、教えていただきたい。 

（会長） 

おっしゃっていることは、もっともなことだと思う。施策評価の左下に、評価と

して必要性、有効性、効率性とあるが、この議論はあまりしていない。有効性や効

率性に関しての点検もしていない。 

（委員） 

  事務事業評価シートにはその項目があった。しかし事務事業評価シートと施策評

価シートをどのように取り扱うかの摺り合わせはできていない。 

（会長） 

  従って、「内部評価の検証等を行いました。」という言い方よりも、「施策シート」

といった方がよいのではないか。 
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（事務局） 

今おっしゃっていることは、施策評価シートが評価の対象ということは、ご認識

いただいているとおりである。施策を進める手段として事務事業評価のシートを、

その指標として付けたということもご承知いただいていると思う。事務事業評価自

体の検証からとなると、施策評価シートの右側の事業評価シートの検証をすべて行

ったうえで、施策評価を見るという流れになる。ここで、評価シートをご覧いただ

く重要な事項としては、この施策評価シートで目標とされているところを、皆様方

がどう感じているのかということ。それから、この目標を達成するには、こういう

事務事業が並んでいるが、そういう手段でよいのかどうかという視点になろうかと、

私どもは考えていた。総合計画の評価に関することの中で、そういう視点でという

ことであれば、まず先に事務事業評価シートを皆さんにお目通しいただいたうえで、

この施策評価シートを見ていただくというプロセスが必要になってくる。今回は、

この施策評価シートをご覧いただいたうえで、私どもの思っている進捗と、皆様か

ら見たときのずれはどうか、それから、この目標、施策評価に書いてあることを実

現しようとしているが、この事務事業（手段）はこれで良いのかということが、今

回の目的だと私どもは理解をしている。 

（会長） 

言っている意味はよく分かるが、そもそもこの報告書の冒頭の鏡文の「内部評価

の検証等を行いました」が、不正確な記述ではないかという意見である。それに対

してどう考えるのか。 

（事務局） 

これについては、（案）なので、議論の中で皆様方の思っていらっしゃる形でとい

うことでよいと思う。たたき台とするということで、ご理解いただきたい。 

（委員） 

各事業シートの内部の評価と施策評価シートの結果等は、皆さんお持ちなのがそ

れぞれ自分のところだけなので少し話しづらいが、左に方向で必要性、有効性、効

率性があって、その中には点数の低いものもある。私どもは個々の説明を受けて、

内部の評価なので「ああ、そうか」とうかがったが、この施策シートと個々の事業

シートの中での総合的な評価、要するに施策でいくと、１番から例えば 10項目あっ

て、その内部評価の総合計は評価シートのどこかに出ているのかという質問をした

場合に、教えていただけるのかということである。 

（会長） 

お互いに、言っている意味が伝わっているのか。コミュニケーションができてい

るかどうか、少し今不安である。 

（委員） 

言っている意味は分かってくれたと思う。鏡があって、事業シートがあって、事

業シートの評価がついていて、それは鏡のどこへ反応しているのか。 
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（会長） 

そういうことである。「内部評価の検証等を行いました」というと、不正確になら

ないか、ここの文章を少し変えないか、変えて良いかということである。 

（事務局） 

問題ない。 

（委員） 

これで行くのか、どれで行くのか、行政はどうなのかを答えてもらわないと、変

えられない。これは、分かっていただけるか。要は、１番、２番、３番（注：ホワ

イトボードに図示）としたときに、行政の考えはどれなのか。 

（事務局） 

１番かと思う。２番にしても内と外というのは、前に７月に入ってから外部評価

で、各部署等が参加して、皆様方に施策や事務事業の内容について説明させていた

だいたが、それ自体は、事務や施策の説明であって評価ではなかったはずなので、

今のやり方だと、１番のパターンかと思う。 

（会長） 

我々は１番に関しては、審議には関わっていないところである。その評価項目の

適正かどうかは、何回目かの審議会で議論している。それとは関係なしとして外部

評価をするという感じだったと思うので、今おっしゃたように１番だと私も思う。

そうすると、「施策評価シートに基づいて外部評価を行いました」が正しいのではな

いか、ということだと思う。 

（委員） 

しかし、行政が本音は３番を求めていたら、もう１回やり直さなければならない

のではないか。 

（会長） 

それは今後の課題である。伊賀市におかれても、行政改革の手法をあれこれ、悪

戦苦闘しながらも前へ進めていることを認めたいと思う。今回は外部評価をオプシ

ョンと割り切ってお考えいただきたい。外部評価報告書を答申するまでの間、これ

をどのようにして成案にしていくか、作業とスケジュールを検討しなければならな

い。事務局としては、第７回の８月３日までに成案にしたい。その８月で市長に答

申書としてお返しする。その前に、最終確定版作成作業が必要なので、事務局には

一度まとめる作業をしていただく。私と協議しながら作るということでよろしいか。 
 

（「議長一任」の声） 
 

（委員） 

８月３日に、はじめて見るということか。 

（会長） 

それまでに一度原案を出すことがルールであろう。仮案を皆さんにお示しし、修

正意見があるかと。それでよいか。それでは調整のうえ、第７回審議会において答
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申に持っていく、その間に一回仮案を示すということで、お願いする。 

（委員） 

次回はもう完成版を答申するということか。８月３日には議論をしない。それで

よいのか。 

（会長） 

もう一度、確認する。次回の第７回審議会、８月３日の場では完成版にするので、

その間に一回仮版をお配りする。もしそれで微調整があれば、事務局を通じて修正

意見を出すなり調整をさせていただく。それで８月には、完成版にしてしまう。 

（委員） 

別の可能性として、８月３日にもう一回議論をして、その後の微調整を委員長一

任で、８月中に出すという選択肢もあるが、どちらがよいか。普通そうではないか。 

（事務局） 

委員がおっしゃるように、次回でもう一度議論のうえということでお願いしたい。 

（事務局） 

少し説明してよいか。今の議論と次の事項とも関わってくるが、資料３を見てい

ただくと、今後のスケジュールということで、次の事項で新しい計画の中間案を一

定取りまとめていただく作業がある。それについては、次回８月３日に最終確認い

ただき、その後答申という形でいただこうと思っている。その作業と並行して、今

回のこの外部評価も行っていただいているので、８月３日にご確認いただいたうえ

で、答申という形で結構かと思う。 

（会長） 

８月３日に、皆さんに行政評価の原案をお示しして、そこでまた議論をしていた

だいたほうが良いということならば、中間的に皆さんに配るより８月３日に仮原案

を示すということになるのか。 

（委員） 

本日も、２時間のうち１時間、評価についての議論をしている。８月３日は評価

について議論する時間はそれほどないが、原案は事前に配っていただく必要がある

と思う。 

（委員） 

原案というとおかしいので、最終案といったほうが良いかと思う。 

（委員） 

今日欠席の方もいるので、訂正の可能性を残しておかないとしんどいと思う。 

（会長） 

分かった。確認だが、もう一度８月３日以前に、これの外部評価に関する答申案

の第一次案をお示しすると。８月３日は、最終的に修正いただいた案をお示しして、

皆さんで確認していただく。仮に全く修正意見がなければ、それをもって答申案に

できるが、修正は可能だとお答えいただいたのだと思う。それでよいか。これに関
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してはそのような形で進めることとする。 

 

 

（２）第２次伊賀市総合計画 第２次再生計画（中間案）について 

・資料１－１について説明（事務局） 

 

（会長） 

この第１部について、何か意見・質問等はあるか。 

（委員） 

今回、外部評価の中で、評価を別にして、コメントがいろいろ出たと思うが、そ

の反映は、５ページの「重点プロジェクト２」、９ページの「人権・男女共同参画」

などに加味されているのか。14ページで、有効求人倍率の推移で 2013年が１を切っ

ている。2014 年が 1.4 ぐらい。この伸びはどのように出されているのか。少子高齢

化や転出・転入によって人口が変わり、分子・分母が変わると、有効求人倍率の数

値も変わってくるのではないかと思う。16 ページの「資料：地方財政状況調査」と

あり、歳入と歳出の問題だが、これは伊賀市のことを指しているのか。それから、

17 ページの経常収支比率、これは伊賀市ではなく県市町行財政課と書いてあるが、

どこの資料を載せているのか。以上、ご説明をお願いしたい。 

（事務局） 

今回の評価をどう反映していくかという話だが、当然、第２次再生計画策定に向

けての意見については答申という形でいただいた後、まだ中間案の段階なので、各

セクションで検討させていただくことになる。５ページは第１次再生計画の振り返

りで、行政内部で振り返りを行った部分であり、いただいたご意見を再度確認させ

ていただきながら、修文できる可能性があるということでご回答させていただく。

有効求人倍率は、厚生労働省が出しているものをそのまま転記しているので、算出

の方法については調べてご報告させていただきたい。少し補足させていただく。こ

れは伊賀のハローワーク管内になるので、伊賀市と名張市を含めた数字になる。そ

の注記が漏れているので表記させていただく。 

（委員） 

2013と 14で、倍率が少し上がっているので、分子・分母を聞かせていただかない

と、なぜ上がったのか分からない。当然、少子や人が出ることで、分子・分母が変

わってくる。これを見て安価に捉えていてはいけないと思う。１年間で 1.5 か 1.45

ぐらいいっているのではないか。これだけ増えるとは考えられない。 

（事務局） 

おっしゃっているのは、有効求人倍率の求人の数はそれほど増えてないが、人が

減ることによって、相対的に率が上がるのではないかという趣旨のご指摘というこ

とでよろしいか。上がっているから良いというわけではなく、逆に人口が減ってい
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るネガティブな要因だという指摘をされているということでよろしいか。 

（委員） 

そうである。逆に１を切っているかもしれない。次回、教えていただきたい。 

（事務局） 

16、17 ページの数字だが、これは伊賀市の歳入、歳出の状況である。出典は総務

省の地方財政状況調査だが、数字は伊賀市の数字である。17 ページの県市町行財政

課で調べている財政状況資料集の中でも、これは伊賀市の財政力指数、経常収支比

率、実質公債費率の数字であり、すべて伊賀市の数字である。分かりづらいような

ので、また表記を考えさせていただく。 

（会長） 

重点プロジェクト等に関する振り返りの記述については、過去を振り返っての話

なので、いただいたご意見をどれだけ反映できるかは限界がある面もあるが、それ

については意識している、忘れていないという意見であった。その他については、

テクニカルなご質問と思うが、例えば有効求人倍率の推移については、１、２行程

度でコメントを入れていただいたほうが良い。特に委員がご懸念の、人口が減って

有効求人倍率が上がっているという現実があるならば、この 2014年でぽんと飛び出

たことで楽観視する危険性があるので、それを戒めたほうが良いということである。

それから、歳入・歳出、経常、財政力指数、実質公債費率はいずれも総務省だった

か。 

（事務局） 

三重県である。 

（会長） 

地方財政状況調査は。 

（事務局） 

総務省である。 

（会長） 

「総務省地方財政状況調査より伊賀市データ」など、タイトルに市の財政状況と

書いてあるが、出典を繋いでほしい。同じく、「県市町行財政課財政状況資料集より

伊賀市データ」などと入れておけば、はっきりすると思う。またお気づきの点があ

れば、意見カードが後ほど出せるようになっている。続いて、資料１－２について、

事務局からご説明をお願いしたい。 

 

・資料１－２、資料２について説明（事務局） 

 

（会長） 

資料１－２を中心に説明していただいたが、いかがか。併せて、資料２について、

７月 20 日を期限として各項目に対して意見・質問をいただきたい。７月 26 日に内
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部会議をし、回答をする。その結果、まだ意見がある場合は、次回の審議会にて審

議あるいは協議いただくことになるかもしれない。 

（事務局） 

補足したい。５の内部評価の検討が公開されるという話だが、外部評価いただい

た施策については、各所属の部長や課長が出ているので、現在、この中間案はまだ

まだ動いているので、私どもからも今回の外部評価でいただいたご意見を踏まえて、

再度これを精査するように話をさせてもらおうと思っている。外部評価意見の報告

書もまだ行っていないが、出てきた意見を整理しながら部内で共有し、検討させて

いただきたいと考えている。 

（会長） 

それについても、親切に言っていただいたと思う。今、お手元にある資料１－２

は、外部評価を受ける以前の資料なので、当然反映されていない。次お示しすると

きまでに、各部局に返した形で修正された後のものが、また出されると理解した。 

（委員） 

２点、各項目で入りと出のお金のことが書けるならば、第１次のお金の結果を出

して、評価してもらいたい。出だけではなく、入りと出である。それと、行政とし

て、第１次の３年間の普通発表している財政の円グラフなりを３年間のものを別々

に添付してもらいたい。そうでないと、次に見るときに、それがどう変わったのか

全然分からなくなるので。そういう要望をさせていただく。 

（会長） 

委員がおっしゃっていることは、財政だけではなくということか。 

（委員） 

財政だけではなくて、本来個々の事業についての第１次で使ったお金あるいは収

入があったお金で、これから第２次としては、参考なので、それは書かなくてよい。

第１次で使ったお金あるいは第１次で行っていない事業についてはゼロ、あるいは

お金が出なかったものについても、第１次ではゼロ。それで良いと思う。 

（会長） 

確認したいのだが、このページでいうと施策単位になっているが、施策単位で良

いか。 

（委員） 

それで良い。 

（会長） 

事務局、施策単位で、今のご要望にお応えできるか。 

（事務局） 

施策単位については、今できるとは保証ができない。財政運営の全体のものは可

能である。 

（会長） 
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かなり作業量も要るか。 

（事務局） 

ネタはあるが、どう組み合わせていくかという部分がある。それが正確なものか

どうか。 

（委員） 

52 ページの KPI について「新規事業者数」の「商工会議所商工会に新たに入会さ

れた数」は、実際には入会しない企業、脱会する企業もあり、年間 30～40揺れ動い

ているので、必ずしも指標にならない。これを一つの指標にされるのは結構だが、

商工業の生産売上高は、行政が本来つかんでいないとおかしい。もう一つ、伊賀市

の指標が、確か平成 15、6 年ぐらいで発行しなくなったので、こういう議論で根拠

がなくなる。だから、指標がない。本来はそれが指標である。本来は、この 52ペー

ジに工業出荷額や固定資産税収入額などが入っていないと、商工業活動が商業とし

て、また工業として本当に盛んになっているのかどうかは分からないのではないか。 

（会長） 

KPIの作り方、出し方についてもご意見があれば、ご意見カードに書いていただき

たい。６つの施策評価の対象となった施策についても、この指標ではまずいのでは

ないかと何件か出ているので、これは同じように扱って良いと思う。委員からは、

新規事業者数ではなく、商業出荷額や工業出荷額で示すことが本当は正確ではない

のかというご指摘である。もっとも、行政できちんと把握できているデータでない

と出せない部分もあるので、この辺りは行政も正直に反応していただけると思う。 

（委員） 

資料１－１を見ると、初めに第１章の構成として、「策定にあたって」「策定趣旨」

「第２次伊賀市総合計画の全体構成と期間」となっているが、総合計画そのものは

基本構想も入るはずだが、それは入れないのか。 

（会長） 

基本構想は既にできている。議論は終わっている。 

（委員） 

承知した。 

（会長） 

意見・質問・提案等は、資料２の様式で、ファクス・メール・郵送などでお出し

いただきたい。少しコメントを足すと、資料１－１の最後のページに、施策の単位

を第１次再生計画から変えたと書いてある。この施策体系が、基本政策および政策

には変わりはないが、事務事業の体系の間に基本事業が入り、この基本事業単位で

再生計画は書かれている。その下に事務事業が 380 個あるが、これについては、総

合計画の記述には入れていないと整理されたので、どちらかというと現場ベースの

事務事業の記述があまりないので、抽象度が上がった印象があるかもしれないが、

評価や政策管理をしやすくするために合理化をしたと理解していただきたい。併せ
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て、50 の施策、150 の基本事業に整理したことに伴う、かなり大がかりな改造をし

ていると考えていただきたい。ご提案は沢山あると思うので、どんどんご意見を賜

りたいと思う。 

（委員） 

どのような基準で事務事業や基本事業に選ばれたのかをご説明いただけると、評

価しやすい。 

（事務局） 

26ページをご覧いただくと、「第１次再生計画の体系」というところがある。これ

について施策と事務事業という２階層しかなかったが、事務事業評価をする観点か

ら、事務事業が市の予算ベースであった。その予算ベースの科目になると、市民に

とって非常に分かりにくかったり、お金の単位であるので、計画に書くにあたって、

それが事業とみなされるかという懸念があった。それで、まず基本事業を皆さんに

分かりやすい単位にしようと構築した。一方で、事務事業、予算ベースのものを残

しておかないと行政の評価ができないので、その下に階層を事務事業で設けた。計

画としては、市民の皆さんに分かりやすい体系、もう一つは、PDCA サイクルを予算

ベースで回すための事務事業を、その下の階層に設けている。そういう考え方であ

る。 

（委員） 

分からない。行政で考える市民にとっての分かりやすさとは何かという質問であ

る。金額の多寡という話なのか。今の説明だと、事務事業の中に本当は市民による

チェックが必要なこともかなり入っているのではないかと思ってしまう。市民にと

って分かりやすい評価指標で評価できるものを基本事業に残したというふうに聞こ

えたので。つまり、総合計画の中には今回事務事業までは書かない、基本事業だけ

を書くと絞り込まれたので、何が基本なのか、どういう基準で誰が決めたのか、そ

こを説明していただきたい。 

（事務局） 

基本事業は皆さんにとって一番分かりやすい一番細かい単位という認識である。 

（委員） 

「皆さん」とは誰か。 

（事務局） 

市民の皆さんである。基本事業の下にある事務事業が一つしかない基本事業も存

在する可能性はあるが。 

（委員） 

行政職員が、「市民がこれが分かりやすいだろう」「これが関心があるだろう」と

選んだ基準ということか。何か基準のシートのようなものはあったのか。 

（事務局） 

基準のシートはない。 
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（委員） 

金額の多寡で決めたわけでもないのか。 

（事務局） 

金額の多寡でもない。 

（委員） 

正直、よく分からない。 

（事務局） 

事務事業が 380 ある中からピックアップして基本事業という形でくくるのではな

く、事務事業を幾つか束ねたものを基本事業として一つ層を設けたいと思っている。

施策が 50あって、事務事業が 380もあると、一つの施策に対してぶら下がる事務事

業の数が多くなるので、その間に基本事業を置いて層を増やすことで整理する。ま

た、事務事業は単年の事業なので、計画そのものに載せてしまうのはどうかという

ところがある。基本事業の層までを４年間取り組むこととして載せたいという考え

方で、一つ層を加えたという感じになると思う。 

（会長） 

例えば、１－１－１でいうと、基本事業の３の健康診査事業とあるが、これは、

健康診査といっても肺がん、乳がん、子宮がん、胃がん、一般健康診査などいろい

ろあり、それが全部事務事業である。全部くくって健康診査事業と言っているとい

う理解である。生活保護も基本事業になっているが、生活保護者への事業というこ

とで事務事業にもなっている。その中には、教育給付、生活給付、他にもたくさん

あり、例えば教育給付は一つの事務事業であるという理解であるそうである。もう

一つの基準として、役所の予算の組み立てとして一般会計で言うと、款・項・目・

節・細節となる。この細節は、地方自治法施行規則で決まっているが、目単位とい

うのが本来理想である。それで統一しようという努力はしたのか、そういうところ

は加味されているのかということである。 

（事務局） 

基本事業の定義は、この施策を代表し、かつ指標として一つにまとまるような手

法を見据えた上でのテーマと考えている。今、その中で、例えば健康相談、健康教

育、健康診断など同じ「健康」という言葉が並んでいる。これでよいのかという疑

問もあるが、結論が出ていないところがある。まだまだ揺れているところがある。

基本事業はこれで良いのかという議論も、まだ途中経過で、委員の皆さんの意見も

踏まえながら、より良いものにしていきたいと考えている。KPI指標も踏まえながら

やりたいと思っている。適切な指標であるかどうかも、一つの判断材料になるかと

思っている。 

（委員） 

基本事業というところを絞って計画に載せるときに、分かりやすい、代表しやす

い、市民から見て分かりやすくチェックしやすいものだけがこちらに来るのは、か
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なり恣意的な判断だと思う。一定の金額のものは載せるという確固たる基準や、「こ

ういう場合は束ねる」など、クリアな基準がないと、たくさんの事務事業の中から

どのように基本事業を束ねたのか、選んだのかが不明確のままでは、裏に何かある

のではないかと勘繰りたくなるので、説明できるようにしておいていただきたい。 

（会長） 

今後に対する要望と理解していただきたい。市民にとって分かりやすくという気

持ちは分かるが、他の自治体との比較で見たとき、実はほとんどの自治体がばらば

らである。予算の枠組みにおける、例えば議会費などの大きな区分は全国統一だが、

款・項・目・節の目単位まで事業をやっている各自治体で、全く一緒の自治体はな

い。伊賀市は伊賀市で、それを分かりやすく括り見直そうと苦労していると思う。

例えば、名張と比べても体系は一緒ではない。故に、余計に基準をきちんと決めな

いと、総合計画を作るたびに体系が変わってしまうということでは困ってしまうと

いうこと。前計画を比較するときに、区分が変わってしまうと比較できなくなる。

そういう意味で、基準はきちんと持とうという提案だと思う。 

（委員） 

伊賀流自治の視点から見た各主体の役割という項目があるのが非常に分かりやす

いと思った。 

（会長） 

計画の非常に良い点は、もちろん指標がきちんとできて PDCAサイクルを非常に強

く意識されている。一方で、各主体の役割の明確化が非常に強く出てきていると思

う。このうち、特に地域の役割がより重要と思うので、「これが地域の役割では困る」、

「これは行政がやるべき」、また反対に「これは地域がやるべき」というところも見

ていただきたい。特に住民自治協議会システムは、これから伊賀の重要な政策事項

になると思っているので、この辺りは自治協との関係で非常に重要な箇所かと思う。 

 

・資料３について説明（事務局） 

 

（会長） 

スケジュールに関して、質問等はあるか。 

（委員） 

タウンミーティングは、第３次地域福祉計画を作る過程で実際にやっている。い

ろいろな方法があると思うが、ワークショップのような形を想定しているのか。 

（事務局） 

第１次再生計画を作った時もさせていただいている。２部構成で第１部は、全体

的な計画の策定状況や内容を講演のような形でさせていただき、後半は基本政策が

３つであるので、大きな３つぐらいのくくりで部会を設置し、その中で、行政、審

議会委員、市民で意見交換できる場が作れればと考えている。 
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（委員） 

ここの部分はかなり大事で、市民が参加し、深く理解して意見が出せる場として

活用していただけたらと思う。 

（委員） 

この第２次で、全体を通して指標の設定を１つにしなければいけないこだわりと、

指標のもみ方が非常に足りない気がする。指標が甘いと外部評価できなくなるので、

もっと議論していただきたい。指標を３つぐらい挙げて、例えばその中でウエイト

パーセントにするのか、五分五分にするのか、平均 30ずつの評価にするのか、そう

いう評価方法も考えてはどうか。１つの指標では、見えない部分がある。もっと議

論して指標を多くすれば良い施策が出てくると思うので、もっと内部で議論してい

ただきたい。どういうものが良いのかについては、このシートに書かせていただく。 

（会長） 

今の意見は大変重要である。施策ごとに見ても、１つの指標のところ、２つの指

標のところが雑居する。１つのところはもっと他にも出すことができる。 

（委員） 

１つ事例で言うと、３－１－①観光の 44ページ。「観光客を呼び込み、もてなす」

というテーマで成果を示す指標が、「着地型観光事業で提供されるメニュー数」とあ

るが、観光事業で落ちたお金や入込数、土日の伊賀線や駐車場台数など、もっと違

う形の指標もあるのではないかということを、私は先ほど申し上げたかった。 

（会長） 

できるだけコストのかからない、アウトカムに近い指標を提案していただけない

か。２もしくは３あれば、意見が言いやすいということだが、作業的にどうか。 

（事務局） 

成果指標自体の数字が入ってくるのが最終版になると思っている。中間案をお示

ししていく中で、この成果指標、ものさしというところもいろいろご意見をいただ

きたいので、内部でも時間が短い中で突っ込んだ議論には至っていない部分もある。

本日いただいたご意見を踏まえ、複数にならないかという部分を含めて、今後検討

させていただきたいと思う。 

（会長） 

成果指標に関する新たなご提案も含め、カードに書いていただいて結構かと思う。

行政からも複数の提案をお出しくださると期待している。それでは、次に９月中旬

にタウンミーティングをするということで、日程について提案はあるか。 

（事務局） 

できれば土曜日、日曜日が良いかと思っていて、17 日、18 日、24 日、25 日のい

ずれかの日でできればと思う。開催は午後を想定。 

（会長） 

少しタウンミーティングのイメージを話していただけるか。 
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（事務局） 

前半では、中川会長から今回の再生計画の中間案の話を１時間弱していただき、

そこから３つぐらいの部会に分かれ、それぞれ関係するところから出てきていただ

いている委員さんや、またそれに関係する市民の方または団体の方々と、個別に具

体的に意見交換をしていただくイメージで、今は思っている。時間は２時間か長く

て３時間ぐらいと思っている。 

（会長） 

連休の前の土曜日だと、まずいか。 

（委員） 

良いが、今の行政の話だと、私どもがこの再生計画を作った立場になったら、外

部評価ができなくなるが、良いか。市民と一緒に議論するのは良いが、市民から見

たら、行政が提案したものについて、私どもも意見を述べる、市民も意見を述べる、

ならば良いが、私どもが一緒に意見を出して作った、作成に深く関与したとなると、

私どもは外部評価をする資格がなくなる。内容の変更などに関与すると少し危ない

ように思う。会社でも監査をする場合、一切関係者を入れない。要するに、関係者

になってはいけないのではないかと言っている。 

（会長） 

計画の策定に関する審議があり、答申を介して、そこから先は作った向こう側の

責任になると思うが。 

（委員） 

全部向こうが責任を取るので協力をお願いする、というのは構わない。できあが

ったものを評価することも構わない。ただ、一緒に作ったという中では、私どもの

立場は、外部評価をできる立場を失うのではないか。そこは、何か線を引いたほう

が良いのではないかという話である。あるいは、市民の誤解を受けないような立場

のほうが良いのではないか。 

（会長） 

ただ、お目付け役として、決まったことがきちっとできているかを外部評価する

ことになるわけなので。確定したものについて改めて評価するのだから、問題はな

いのではないか。 

（委員） 

でも、テーマあるいは指標まで我々は評価している。その前提も評価している。

進捗だけではない。そこの微妙なところを言っている、委員として。 

（会長） 

多くの自治体の総合計画審議会は、特に計画策定が完了した後、次年度以降は総

合計画推進会議と名前を改めて、評価活動をずっとやっている。 

（委員） 

衣替えするならばよいが、このままでやって、政策にも深く関与して、市民の側
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からすると策定側に立っていて、我々は策定側にいながら外部評価であるとすると

ころに、少し危なさを感じるということを申し上げている。 

（会長） 

私は危なさを感じない。 

（委員） 

私たちは諮問を受けて、とりあえずは答申を出すのだが。 

（委員） 

諮問を受けるということは、外にいるということである。 

（委員） 

今回は、答申を作るまでのタウンミーティングである。だから、私たちが主役で、

私たちが本来は市民と向き合って意見を聞かなければいけない。第１次再生計画の

ときには、説明も質疑応答も審議委員がした。言いたいことは、あくまで私たちは

答申を市長に対して行うが、そこから総合計画になるまでには、１回議会のチェッ

クが入る。議会のチェックを受けてから、市の話になって、そこから先は進行管理

という話になるが、建前的には投票によって選ばれた議員がそれを決めるという話

なので、そこの独立性は、一度オーソライズされてから、オーソライズされたもの

に関して、策定に関わった者がその策定課程をよく知っているので、きちんと思い

どおりになっているかをチェックするのは、それほど外れた話ではないのではない

かと思っている。つまりノーチェックでそれが計画になってしまうならば、お手盛

りのように見えるかもしれないが、答申するだけで、もう一回市長との行政判断が

入り、なおかつ議会のチェックも入り、独立したものになるので、そこに外部評価

を行うことはそれほど矛盾がないと思う。 

（委員） 

だから、タウンミーティングの我々の位置づけをきちんとしておかないと、市民

側が、作成者側は市も委員も一緒だという目で見てしまったら、我々はおかしいの

ではないかと言っているだけである。 

（会長） 

市民と行政の間の中間外交のような、市民から意見が出たらそれを翻訳して伝え

て、行政にも反映する力と役割を与えられていると思うので、その点については問

題がないのではないかと思う。それから、先ほど総合計画の推進会議のような名前

を変えるところがあると言っていたが、これは名前を変えないまま常設機関にして、

総合計画審議会の名において行政評価をずっと続けている事例がいくつもある。例

えば私も現に他市で経験している。審議会の名前のまま、毎年定期的に政策評価を

やっている。 

（委員） 

タウンミーティングそのものの主催者は。 

（会長） 
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主催者は、市である。 

（委員） 

そこだけはっきりしていただきたい。 

（事務局） 

一旦中間案で中間答申をいただくという形にして、市が審議会から受けた中間答

申をパブリックコメントに記載する。審議会が主催する場合もあるが、今回は先ほ

どのお話もあるので、触媒になっていただけたらと。 

（委員） 

市が主催でよいか。 

（委員） 

共催ではなく、市の単独主催か。 

（委員） 

答申してからのことになるので市の主催になるのではないか。答申前に我々がタ

ウンミーティングで関与するのだったら、我々も加わるという立場になると思うが。 

（事務局） 

答申は最終答申ではない。 

（委員） 

答申はいつか。 

（事務局） 

最終答申は、１月ぐらいになる。 

（会長） 

タウンミーティングがあるのは、最終答申が出る前のパブリックコメントのさら

に前である。 

（委員） 

ということは、主催が我々であっても、不自然ではない。だったら共催で良いの

ではないか。 

（事務局） 

共催でさせていただきたい。 

（会長） 

出席可能な委員は、それぞれに例の評価部会のグループのような課題について、

質問等を引き出し合ってしてくださるとうれしいということだろう。全部知ってい

るわけではないと言って良い。 

（委員） 

我々にはない知恵をもらう公聴会のような感じで、審議会が共催する形になると

思う。 

（会長） 

意見をまだまだ吸い上げて、もっと良いものにしたいという意味で捉えてよいの
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ではないか。それでは、共催で、１部は講演的に内容を説明、２部はワークショッ

プをするというスタイルのようである。 

（会長） 

それでは、これで審議事項をすべて終了する。これまでの議事全体として、委員

の皆様から何かご質問・ご意見があればご発言いただきたいが、よいか。無いよう

なので進行を事務局にお戻しする。 

 

４ その他 

（事務局） 

  長時間のご審議ありがとうございました。それでは議事以外の部分で何かござい

ましたら、ご意見をいただきたいと思いますが、よろしいか。 

（参与） 

  一言お礼申し上げます。会長ありがとうございました。委員の皆さまにおかれま

しても長時間熱心にご議論いただき本当にありがとうございました。まず外部評価

につきましては、文字の修正、提言書の文章の内容等、会長と相談させていただい

たうえで、事前に送付させていただきます。中間案についても色々ご議論いただき、

今日いただいたご意見につきましては、また検討させていただき、修正すべきは修

正させていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

本日は長時間本当にありがとうございました。 

 

（１６時５０分 終了） 

 

 

 


