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第７回伊賀市総合計画審議会 議事録 

 

開催日時 平成 28年 8月 3日（水）14:00～16:45 

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） 

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） 

欠席委員  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。 

  今日は大変お暑い中、お集まりいただきありがとうごます。 

  今日も大切な審議事項がございますので、皆様のご協力を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 

 

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
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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、坂本委員、清水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） 

ご説明いただいたとおりだが、一部文言を追加修正したほうが良いという助言を

いただいた。Ａの部会に関わる話ばかりだが、Ａ部会はよいか。 

（委員） 

  異議なし 

（会長） 

では、そのとおりに直していただく。次にこれを答申として、どのように市長に

お渡しするか。どのようなやり方があるのかご提案いただきたい。 

（事務局） 

中身についてこれで良ければ、市長の日程を取らせていただき、例えばこの会か

ら代表して、どなたかの委員、あるいは会長が手渡す機会を設ける、あるいは、文

書で答申を出していただく、どちらかのパターンかと思っている。中身はこれで、

ということならば、あとは日付の調整かと思う。 

（会長） 

中身に関しては、修正案のとおりということで了解済みであると思う。市長への

渡し方だが、まずは、市長と審議会委員の日程とがうまく合う日に、たくさんの委

員に来ていただき渡すことが可能かを調べていただきたい。折り合いがつかないと

きは、第８回審議会の冒頭に市長に出ていただけるか、打診していただきたい。そ

れも無理ならば、事務局が代理で答申を出す、それで良いのではないか。 

  外部評価の答申については、今の中で最も実現可能な方法で、市長の日程等を調整い

ただくということでお願いする。 

 

（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） 

資料１－１の第２次再生計画の中間案について、ご意見・ご質問があれば賜りた

いと思う。 

（委員） 

資料２の３ページ、「人口問題への克服」と「ガバナンス」について。「克服」に

関しては私が問題提起した。前回の総合計画審議会の中で、人口問題については相

当議論した。これまでの総合計画は、どんどん人口が増えていくという楽観的な推
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計に基づいて、施設の規模や施策が過剰であった。これを改めるために、人口減少

を受け止め、身の丈に合ったサービスをする必要があるということを以前の審議会

で相当議論した。今回、国の地方創生の議論に乗って、「人口問題の克服」というこ

とがいきなり議論もなく出てきている。行政に改めてお尋ねするが、「克服」をどの

ような意味で使っているのか。ミティゲーションのレベルなのか、それとも他所か

ら奪ってきてでも、伊賀市だけとりあえず発展するという意味で使っているのか。

行政の姿勢をまずお示しいただいたうえで、使うなら使う。そこがまだ行政内で詰

め切れていないのであれば、中間案の段階では「対応」程度にとどめるべきだと思

う。「ガバナンス」のところは、「コーポレートガバナンス」に関する説明と記述に

なっているが、伊賀の場合は、どちらかというと「ローカルガバナンス」、市民同士

でいろいろな主体が協力する「協治」という考え方でこれまで来ていたはずである。

それが、いつの間にか「パブリックガバナンス」、行政のパフォーマンスに関して住

民が意見を言う形になってしまっていて、「ガバナンス」の意味がすれ違ってしまっ

ているように思うので、この言葉の説明、使い方を再度確認する必要があると思う。 

（事務局） 

「克服」について、現在、市の内部では、他所の地域の人口を奪ってまでという

議論には至っていない。おそらく委員の言うミティゲーションかと考えているので、

「克服」という言葉が行き過ぎだというご意見ならば、使い方について内部でも検

討させていただきたいと考えている。「ガバナンス」については、ご指摘いただいて

いるので、適切な表現に修正させていただきたいと思う。 

（会長） 

論点整理を少しだけしておくと、24 ページでは「ガバナンス」だけを書いている

が、住民自治協議会などが主役となっている「ローカルガバナンス」なのか、行政

に住民が参加して企画や立案などに関わっていく「パブリックガバナンス」なのか、

それが混同されてしまっているので、少し交通整理をしてくださいという指摘であ

る。 

（委員） 

  ありがとうございます。ガバナンスについては、私の質問であった。 

（会長） 

  他にご意見は。 

（委員） 

意見で出さなかったのだが、医療・介護・福祉の分野で、大きな課題の一つが担

い手の確保である。「2025年問題」と言われているのは、担い手が足りなくなること

が一番大きなことだが、そのことについて、分野別計画のところでも出ていないの

で、そこは押さえておいたほうが良いのではないかと改めて思うが、いかがか。 

（会長） 

６ページの記述をもっと増やすということか。 
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（委員） 

その部分を加える必要があるのではないかと思う。 

（健康福祉部長） 

当然入れなければいけないのであれば、入れていけば良いと思う。５ページの重

点プロジェクトのところにも、医療・地域福祉連携プロジェクトがあり、こちらも

分野別のところでということであれば、そこへ入れられなくはないと思うが、振り

返りのところで、果たしてそれを入れて良いものかどうか。 

（委員） 

現状でも不足してきていて、より一層その傾向が強くなるという観点で考えるほ

うが正しいのではないかと思う。 

（健康福祉部長） 

よろしければ、何かご提案をいただければ。 

（委員） 

６ページの医療・介護・福祉の分野では、多職種連携で締めくくられているが、

人材の枯渇が非常に懸念される、ということを入れていただくと良いのではないか

と思うが、いかがか。 

（事務局） 

ご提案いただいたので、文章の前後を整理し、入るように調整させていただく。 

（会長） 

他はないか。では、中間案の資料１－１は、一旦これで議論を収束させるが、ま

だ出てきたら、私どもで預からせていただくということでお願いしたい。これで 99％

確定させたということで、ご了承いただきたい。委員からのご指摘については、す

べて反映させることになる。 

 

・資料１－２（健康・福祉）について説明（事務局） 

（会長） 

「健康・福祉」に関してご意見を賜りたい。 

（委員） 

資料２の５ページ、障がい者支援の質問について、伊賀市役所としての雇用とい

うことも質問させていただいたつもりだったのだが、伊賀市役所ではどのぐらいの

比率、人数がみえるのか、お教えいただきたい。 

（会長） 

伊賀市役所の雇用率は何％かを教えていただきたいということである。 

（事務局） 

手持ちの資料がないので、人事課に確認する。 

（委員） 

14 ページに「障がい者雇用を推進する必要がある」とあるが、伊賀市の公的機関
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の中ではどのぐらいのパーセントを占めて、来年はどのぐらい採用をするのか。広

報に来年は事務職で３人程度採用すると出ていたが、障がい者支援の雇用を図るた

めに、どのような視点でＰＲし、採用していくのかということが見えてこない。14

ページの最後は、民間だけを指していたらいけないと思う。伊賀市全体の中でとい

うことも大事だが、やはり公的機関の中心の市が、どれだけの人がいるかを把握し

ておくべきではないかと思う。これが率も出てこないのは怠慢である。 

（健康福祉部長） 

昨年の数字であるが、2.33 ぐらいだったと思う。2.3 を超えていることは間違い

ない。毎年労働局に報告をしている。 

（委員） 

人数は何人か。後で数字を教えていただきたい。 

（健康福祉部長） 

私は担当課ではないが、詳しい数字が出てくると思う。 

（会長） 

  事務局においては、現状と課題を受けて、公的機関あるいは行政そのものの数字

についてお出しいただければ。 

（事務局） 

障がい者支援という部分でも必要であるという意見だと思うし、市のそのような

考え方を示すのであれば、118ページの「組織・人事」の部分にも関わってくると思

うので、一度整理させていただく。 

（委員） 

先ほどの委員の人材の話は、ここに入るということでよいか。あと、資料２の№

22 の市民の役割をもっと書き込めという指摘だが、これは、個人と法人のいずれか

一方である場合は書き分ける、ということではなくて、もっと積極的に書き分ける

必要があるのではないかという意見である。例えば、７ページの健康づくりにして

も、市民全般ではなく、個人、専門性を持っている団体やＮＰＯ、事業者と、でき

るだけたくさん書き分けるようにしていただきたいと思う。９ページの市民（団体）

の２項目めは、主語がなく何を言っているのか分からない。この「安定的に事業運

営ができる」のは、一人ひとりの市民のことではない。その辺りの表記をもう少し

丁寧に書いていただかないと、せっかく各主体の役割が分かるようになっていると

ころがもったいないと思う。もう一度精査をお願いしたい。 

（会長） 

いまの指摘は、健康・福祉・医療だけではなく、全般にわたる話で、個人市民と

事業団体などのいわゆる団体市民の話である。 

（委員） 

どちらかというと、一般市民と市民の中でも専門性を持っている人と、それから

営利企業的なところと、それぐらいの書き分けだと思う。地域のところも、自治協
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か、議会か、自治会などか、主語をはっきりさせることで主体が分かってくると思

う。 

（会長） 

主体を表す言葉をできるだけ明確にしようということである。「市民」という言葉

で全部くくってしまうと、法人市民もＮＰＯも入り混線する。地域についても、住

民自治協議会ベースへ期待することなのか、単位自治会ベースのことなのかを分か

るようにしてくれということである。 

（事務局） 

先ほどの市役所の障がい者の雇用率だが、平成 28年６月現在で、伊賀市が 2.32％

で、基準が 2.3％という数字である。 

（会長） 

それについては、記入をしていただくということである。 

（委員） 

先ほど人材の枯渇の話をさせていただいた。「2025年問題」をきちんと解決しよう

とすると、専門職も当然増やさないといけないし、市民の中で強く意識を持ってい

ただく方を増やしていくこと、さらに、組織・団体などを強化していくことも必要

だと思っている。それはどこにあたるのか。 

（委員） 

１－２－５、22、23ページ辺りに書き込むか。ここに人材の話が抜けているので。 

（委員） 

指標のような形で表せるかもしれない。特に、看護師や介護職が今も不足してい

て、今後、よりその傾向が強くなることは懸念している。 

（委員） 

看護師ならば、１－１－２の医療のほうか。 

（会長） 

今は看護師は医療だけではなく福祉にも関わっている。どこかで人材の確保を目

標数値化することは可能か。 

（健康福祉部長） 

指標の中にというお話だと思うが、看護師、介護職を数字で指標にというと、な

かなか難しい。当然、増える必要があると思うが、ただ単に数を増やせば良いのか

というところもあるので、そういうつかみ方ができればと思う。 

（委員） 

このことについては、国が「2025 年問題」を捉えるときに指標を出し、不足する

人数を明記している。三重県も出している。伊賀市として、そういうことができる

のであれば、それが一番良いと思う。 

（会長） 

今の答弁では、なかなか困難であるというニュアンスだが、１－２－４の「生活
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支援」では、社会福祉士等専門職数が挙がっているが、それと比較して出しにくい

という状況なのか。確保しにくいということか。 

（健康福祉部長） 

本音のところは、そういうことになってくるかと思う。先を見て指標の設定をす

るのではなく、今仰っていただいたような国や県の状況は、調査して載せることは

可能だと思うが、ではそれで本当に網羅できているのかというと少し違うという意

味である。１－２－４にも、専門職数という形で挙がっているので、そことは整合

させることはできなくはないと思う。一度検討させていただきたい。 

 

・資料１－２（生活・環境）について説明（事務局） 

（会長） 

「２．生活と環境」について、ご意見・ご質問等、伺いたい。事前に出されたご

意見表に関しての修正は事務局が話したとおりで、数か所修正されている。 

（委員） 

40 ページの上下水道の成果指標ＫＰＩ「有収率」とは、何を確かめるための指標

か。これが上下水道の「現状と課題」の何を言うのかが良く分からない。料金収入

のあった水量の割合なので、安全とは関わりがないし、何なのか。 

（水道部長） 

ここで挙げている有収率とは、指標の説明のとおりだが、浄水場などで作った水

をロスなくお客様に届けて使っていただくということで、料金収入に繋がった率を

指標として設定している。この有収率については、経営的な観点から無駄な経費を

なくしていくという部分と、漏水や破裂事故などによっても有収率が左右されてく

るので、安全で安定した水を届けるという意味から、指標として掲げている。 

（委員） 

過去の計画で、これが指標になったことがあったか。 

（水道部長） 

前回は指標としては採用されていない。 

（委員） 

今回はあえてこれを選んだということか。 

（委員） 

資料２の５ページの６で質問したのだが、ここに「水道管の維持」を入れていた

だいてあるが、これは破損したときのことか。50 年ぐらいの耐久材というのは聞い

ているが、伊賀市全体の水道管の工事をすることになると相当なお金がかかると思

うが、ここに「水道管の維持」と挙げているのは、水道管を交換するという意味で

はないのか。 

（水道部長） 

経年化が避けられない水道施設で、水道管の維持という部分だが、ご質問のとお
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り、両面の意味合いを含めている。かなりの延長を有しているので、当然老朽管に

ついては布設替えを計画的に行っていくという部分と、濁り等が発生しないような

洗管作業など維持的な部分も含めて記載させていただいた。 

（委員） 

結構お金がかかると思うが、計画できていると思って良いか。 

（水道部） 

老朽管の布設替えについては、10 年計画の中で実施しており、また、将来に向け

て水道事業基本計画を策定している。その中で検討したうえで、今後、より具体的

に布設替え等の計画も策定し、それに基づいて実施していきたいと考えている。 

（委員） 

水や電気など生活基盤に一番重要なところは、一番先に考えていただきたい。 

（委員） 

なぜ、その計画の進捗率を指標にせず、有収率なのか、理解に苦しむ。 

（委員） 

有収率は経営指標であって、環境として捉える指標ではない気がする。水の量だ

けで見ると、家庭用では滞納、未収などがあると思うが、これは本来経営指標であ

る。水の量だけでは中身が見えず、分析できない。例えば、工業用でたくさん使っ

ている方がきちんと払って、少額の家庭用が払っていなかった場合などは、全部埋

もれてしまう。要するに、出した水に対していくら集めたかという考えだと思うが、

外部評価としては、「税金として未収の部分を負担したのか、それとも、それはロス

で落とすのか」ということになってくる。有収率だと外部評価もしづらいし、環境

の話ではなく、議会の監査の話だと思う。そういった点では、例えば断水率や、濁

り水のリスト、水道行政に対するお客様アンケート、検針員のマナーなど、いろい

ろなことがあると思う。使用者との話の中で、安全でおいしい飲み水という指標の

ほうがふさわしいのではないか。単なる有収率だけだと、あまりにも環境ともかけ

離れていて、経営指標としても分析しようがない。外部評価するに当たっても、ブ

ラックボックスになってしまうのではないか。外部評価のときは詳しい資料をいた

だくことになると思うが、そうすると、過去何年も払っていない人たちのところへ

行ってもらわないといけないので、これは外したほうが良いのではないか。 

（水道部長） 

この有収率については、市が料金として請求して、そのうち未収が幾らであると

か、そういうことではない。そこはご理解いただきたい。ただご意見いただいた環

境といった分野等の視点からも、この指標については一度検討させていただきたい

と思う。 

（会長） 

いずれにしても、この有収率については一度持ち帰って、違う指標に検討できな

いかということである。前計画では、水道基本計画の策定率がパーセンテージにな
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っていたが、28 年度で 100％を達成している。つまり、計画が全部できている。そ

うすると、その計画に基づく進捗率に今度はなるのではないかと、自然な疑問が浮

かぶが、この辺りはいかがか。 

（水道部長） 

この計画の中では、当然有収率も目標等を立てて設定している。まだ他の部分で

の目標値等も設定していくので、一度持ち帰って検討させていただきたいと思う。 

 

・資料１－２（産業・交流）について説明（事務局） 

（会長） 

「産業・交流」に関するご質問・ご意見を賜りたいと思う。 

（委員） 

56ページ、３－５－１、資料２の質問№11だが、この有効求人倍率の話は、伊賀

市のハローワークは名張と伊賀の数字を公表している形であるが、行政単位が違う

ので、一括で見た方が良いものなのか。伊賀市として、有効求人倍率を正確に把握

しないと、政策を間違えるのではないか。指標がこれしかないといっても、これは

平均値であり、平均値は採用しても意味のないケースがある。政策を誤らないため

にも、数字を区分して出していただくか、別の形の指標を持つかしないといけない。

それぞれの政策の根本の数字が違えば対応が違ってくる。そこを危惧している。 

（産業振興部長） 

確認したところ、数字としては把握しているが、公表できないと聞いている。た

だ、施策を展開するうえでどうするのかという話であり、一度そこの真意を確認し、

公表できないがこういう使い方があるのではないかというところを、少し模索させ

ていただきたいと思っている。 

（会長） 

これについては一旦預かりということで、ご検討いただく。公表できない理由に

ついて今は議論しないが、仮に、伊賀市が雇用就業を政策課題として捉える場合は、

有効求人倍率の伊賀管内におけるデータが出るような統計の取り方を、伊賀市独自

ではできないのかということを、お問い合わせになっていると思う。都道府県単位

の有効求人倍率でやっているのではないかと思うが。 

（産業振興部長） 

ご質問の意図は、伊賀管内には伊賀市と名張市が入っており、かなり特性が違う。

そこをわきまえないとおかしくなるということだと認識しているので、そういう意

味で模索させていただく。 

（委員） 

できれば、名張市と一緒にハローワークへ行って、個別に出してもらいたい。名

張市も政策を間違えている可能性があるので、そのほうが良いのではないかと思う。 

（会長） 
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ただいま出たご意見は、この委員会としては突き詰めるところまで行きにくいが、

いわゆる市町村における経済統計のあり方に非常に問題がかぶってくると思う。統

計自体の開発が行財政改革の一環であると考えたときに、伊賀管内でないと出ない

ならば、名張市と手を合わせて区分したデータを要求することも可能ではないか、

伊賀市独自で統計を取る意志はないのか、という質問だと思う。出来ないことは出

来ないで構わないが、事務局を通してそれに関するご返答を賜りたい。 

 

・資料１－２（生活基盤）について説明（事務局） 

（会長） 

「生活基盤」の章について、ご意見・ご質問はないか。最初に委員から提起があ

った市民（団体）のところは、全編にわたって再点検ということになっている。ま

たお気づきのことがあれば、後ほど賜りたいと思う。 

 

・資料１－２（教育・人権）について説明（事務局） 

（会長） 

ご意見を賜りたいが、いかがか。男女共同参画については、出ている意見があっ

た。 

（事務局） 

説明が漏れていたが資料２の No.19のご意見である。５－２－１「男女共同参画」

のところで２つのＫＰＩを今回設定しているが、別のＫＰＩを立てることができる

かというご指摘であった。 

（委員） 

５－２－１の関係だが、今回の指摘は、いわゆるクォータ制といわれる比率配分

を重視するあまりに出てきた施策という気がしてならない。本来、男女共同参画と

は、女性を投入したから良い政策ができるのではなく、結果として女性がいたから

良い政策ができたという主観に立つべきだと思う。これは私個人の意見だが、そう

いう視点はないか考えてください、という提案である。 

（人権生活環境部長） 

５－２－１で挙げた２つのＫＰＩについて、一つは審議会の女性の登用率で、市

の政策そのものを考えていくうえで女性の参画が必要ということ、もう一つは市民

の主体的な活動の中で女性がどれだけ政策方針決定のところに入っていくのかとい

うことである。今、ご指摘いただいたように、数が多ければよいという問題では決

してないと思うが、例えば防災の避難所の問題など、女性が参画していなかったた

めに女性の視点が入らなかったということもあり、一定やはり女性の参画が必要で

はないかという考え方で挙げている。 

（委員） 

男女共同参画について、ここの委員は女性が５人いるが、後ろに並ばれている方
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にはいない。話を聞かせていただきたい。 

（会長） 

行政側の男女共同参画比率のデータはどうなのかということである。資料０をご

参照いただくと、女性管理職割合は、昨年度総合職で 35.6％、一般行政職でも 29.2％。

住民自治協議会の役員では 13.5％である。 

（健康福祉部長） 

女性職員の率は、多分半分ぐらいである。ここに書いているのは、一般行政職の

管理職の割合である。 

（会長） 

専門職となると、保健師などは女性が多いので、管理職はもっと増える。 

（委員） 

ここにも書いていただいてあるように、人数だけの問題ではない。人数がいくら

増えても、積極的に参加、発言する人がいなければ同じことだと思う。男性と女性

の環境があまりにも違い過ぎると思う。 

（会長） 

委員と委員が仰っていることは、行政評価の世界でいうアウトカムをもっと出せ

ないかということである。ここに出ているものは、アウトプット、活動指標で、ク

ォータ制を意識して女性の比率を増やすことだけで意味があるのか、中身が問題で

はないかということである。しかし、それに代わる指標は何かと言われると、私も

今思いつかない。これは将来課題にして、今のところは、クォータ制が入口として、

まだまだ取っていないところが多いので、この数値でも意味はあるということと考

えたい。 

（委員） 

外部評価で私たちのグループは男女共同参画を取り上げたのだが、指標に関して

は良いものがないという話だった。資料０の 17ページで、第２次再生計画に向けて

の意見ということで、いろいろ挙げているが、この 77ページの「具体的な取組」の

ところに具体的に書かれていると良かったのだが、今までと同じ書き振りなので、

何のために外部評価の意見を出したのかよく分からなくなっている。それから、72

ページ「人権尊重」の指標の２番目と消費生活相談の件数、34 ページのところも含

めてだが、相談に来た人数を指標に挙げるのはどういう意味があるのか。困ったこ

とがなければ相談に来ないので、増えることが良いとは限らない。受け付けて解決

に至った件数や、消費生活ならば啓発というか、未然に防いだなどのところで、も

う少し丁寧な指標が取れないか。 

（人権生活環境部長） 

仰るとおりのところもあるが、例えば人権侵害や差別を受けたときに、どこの機

関にも相談できなかったという比率が結構高く出ており、市は相談窓口があるとい

う紹介をしていかなければならないし、相談に来ていただきたいと思っている。潜
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在的に埋もれている、相談したいがなかなか行けないという方への相談窓口の啓発

や困っている人をどれだけ取り込めるかということで、挙げている。 

（会長） 

これについて、正反対の指標として、消費者相談や人権相談の件数がゼロに近い

ほうが良いという扱いをした自治体がかつてあり、私は猛反対した。相談に行って

も何も解決にならないという評判を立てればあっという間にゼロになる、サボれば

サボるほど評価される指標はおかしい。そういう意味では、相談件数が増えるとい

うことは、認知度、信頼度が上がるということで、ベストではないがベターかと。

ただ、委員が仰ったように、相談者数が増えることは、第１次のアウトプットとし

ては良いが、相談に来られた方が、来たことで「よかった」と、次のステップが見

つかったり、次の相談に繋いでもらって展望が開けたなど、満足した人がどれだけ

の比率かということが、次の指標としてこの場合は必要だと思う。外部条件によっ

ても変わり、差別事件が頻発しているようなまちで、いじめやセクハラ、パワハラ

が増えてきた場合、これは間違いなく増えてしまうので、その中で「行ってよかっ

た」と思う人の比率を補助指標として取っておかないと、単に件数ばかりが増える

ことはやはりまずいという気はする。それだけ心がけていただけたらと思う。 

（人権生活環境部長） 

十分参考にさせていただきたいと思う。 

（委員） 

生涯学習のところで、84 ページでは生涯学習セミナーなどがあるが、全編を見た

ときに、プロジェクトに対する政策がない。プロジェクトとは、例えば忍者のこと

である。忍者というと「観光」と言う人も、「産学官の連携」と言う人も、「生涯学

習」と言う人もいる。そういう講座を４年間ほど三重大学にしていただいていて、

生涯学習の方も伊賀市も参加されているので、縦割りで整理するのではなく、横串

で通して再生計画の中に盛り込んだほうが良いのではないか。実際に全国から 100

人とか、３年間も毎月１回土曜日に集まるような市民セミナーなどはないと思うが、

それを現にやっている。そういうものをそれで終わらせないで、伊賀の宝としてい

くためにどうするか。そういったものを一つ挙げていかないと、これは全体を通す

と良いストックで、「観光資源を大事にしよう」と観光のところに書いてあるだけだ

が、現実には他のところでも使う。そこを少し配慮していただきたい。芭蕉や忍者

など、産学連携、生涯学習と、観光だけではなく市民を巻き込んだ流れにしたいな

どという書き方をして、横串を通していただいたほうが良いのではないか。 

（会長） 

委員がおっしゃった意見は、生涯学習事業だけで完結するのではなく、産学官と

いうか、連携する視点を「今後の取組」あるいは「現状と課題」に入れていただけ

ないかということである。 

（委員） 
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現に３年間やってきて、次の３年間の計画を立てており、実際に忍者展も東京で

やっている。 

（会長） 

それを書くだけでも、かなり横串は繋がるという気はする。 

（事務局） 

三重大連携フィールドの関係になってくると思う。域学連携という施策項目を作

って挙げているが、仰るように、機能としては生涯学習機能のほうが先行して、い

ろいろやっていただいているので、生涯学習の中に少し頭出しをしつつ、三重大学

との連携の中では、産業振興分野にも少し出ている。域学連携も出ていて、あちこ

ちに出ているので、それが横串として市全体のプロジェクトであるということは、

実は今回の第２次再生計画の中では横串プロジェクトをまだ記載していない。まず

施策をしっかり固めて、最後どうするかというところもあるので、そういうところ

で拾えるように、一度生涯学習の中でも取り入れるように検討させていただく。 

（委員） 

この会議の冒頭でガバナンスの話が出た。最終まとめの段階で会長が、おそらく

これはローカルガバナンスであろうと。その発想ならば、必然的にこういうものが

連携できるはずである。今までそういう横串を通した施策があまりにもなくて、縦

筋ばかりであった。これを評価しても、目標とするガバナンスへ向かっていこうと

して縦筋ばかりやっていても、むなしいだけである。だから、第２次再生計画ある

いは基本構想を、市長がどなたになろうと、しっかりしたものをもう一度一から仕

組み自体を明示するようなものを立てて、それを職員・住民すべてが共通認識とし

て持つ、そういう仕掛けを、ぜひお願いしたい。ただ紙に書いて「作りました」で

はなく、図表化して、組織の長だけが分かるのではなく、住民すべてが腹に落ちる

ようなこのまちの仕組みを作り上げていかないと、どうしても縦割りに戻ってしま

うのではないか。やはり、物事は慣れなので、横串に慣れたらその方向で走れると

思う。そういうことを将来に向けてお願いしたいと思う。 

（会長） 

生涯学習は、次の「文化・地域づくり」と深く関わってくる。文化・地域づくり

のところでは結構詳しく書いてあるが、生涯学習と繋がる芸術、スポーツ、歴史教

育、文化財保護など、その連携関係が見えるような文章がほしいと思う。これは一

委員としての意見だが、ＫＰＩについて、「満足度」は良くないのではないかと思っ

ている。むしろ生涯学習を通じて出現してきた市民の講師陣、指導者層などの人数

のほうが、アウトカムとして正しいのではないか。生涯学習推進事業の満足度を上

げていこうと思うと、大衆迎合主義に転落しないか。暇と金と体力が余っている人

ばかりが楽しい思いをするような生涯学習をやれば、幾らでも満足度は上がる。そ

うすると、そこにお金がどんどん消費されていって、市民リーダーも育たない。死

ぬまでお勉強したがる人たちばかりになってしまう世の中を作りたいのか、という
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気がしてしまう。もう一度ＫＰＩを考えてみてはどうかという問題提起である。 

（委員） 

消費者相談の話になるが、例えば伊賀市民の中で悪徳バスターズが悪徳商法を撃

退して活躍している。そういう市民が増えるほど、行政としては他のところに注力

できる。そういう書き方が、横串を刺して、さらには市民の力を高める方向に行く

のではないかと思う。ぜひ、よろしくお願いしたい。 

（会長） 

つまり、市民の中のアクティブなしかもシビックプライドを持っている、活動的

で貢献度の高い市民層をどれだけ確保していくかという戦略感覚を持ったほうが良

いのではないか、各部局でそういう市民層をつかまえていれば、その市民層同士が

お互いに響き合って繋がっていくのではないかということを仰っていると思う。例

えば福祉と芸術、スポーツと医療、全部横に繋がり合える。生涯学習でやっている

歌声教室なども、病院へ持っていけば喜ばれることも実際にある。その横の広がり

を作っていくためには、もっと担い手を育てる必要がある。事業に対する満足度ば

かりを取っていたら、できるだけタダで楽しいことをたくさんやって、私はこれほ

ど元気なのだから医療費が助かっているだろうという話が出てくる。それ以外にお

金を使っているので、それは伝説であり、根拠はない。だから、その辺のＫＰＩを

もう一度工夫していただきたいということを申し上げたい。 

 

・資料１－２（文化・地域づくり）について説明（事務局） 

（会長） 

「文化・地域づくり」について、ご意見・ご質問をいただきたいと思う。 

（委員） 

６－２－２、ＫＰＩのところで「『伊賀市史』有償頒布数」、どれだけ売れたかが

指標になっている。ときどき違う団体でも文化的なことをして、冊子を作って、そ

れが事業として何冊売れたと発表があるが、それ自体が次に繋がる力になっている

のか、素人がそういうものを見るのか、という疑問を提起させていただいた。 

（会長） 

これについては、市史編さんのご担当だと思うが、いかがか。趣旨は、市史の有

償頒布数の冊数が伸びることが、果たして有効な指標なのかということである。 

（総務部次長） 

販売することで、市民がどれだけ理解し、関心を持っているか、とりあえずこれ

を当面の指標として用いている。従って、将来的には未来へ引き継ぐので、どれだ

けの方が伊賀の歴史を分かっているか、理解いただけているかという大きな指標に

なると思う。当面はこれで行きたいと考えている。 

（委員） 

あまり大きな指標に期待を持たないほうが良いと、私個人は思っている。 
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（会長） 

「各主体の役割」のところに「文化遺産を積極的に守り、大切に将来を引き継ぐ

ことができるよう」とあり、「文化遺産を積極的に活用して、地域の魅力を再発見す

るとともにまちづくりに活かします」とあるので、滋賀県のように、文化遺産を活

かしたまちづくり事業やイベント等の件数などを指標とすることも可能ではないだ

ろうかということと、将来に引き継ぐための語り部がどれだけ生まれたのか、また、

ガイド役のボランティアがどれだけ増えたかなどの数値を採用することはどうかと

いうことも提起できるかと思ったが、いかがか。 

（総務部次長） 

もう一度部内で検討させていただきたいと思う。歴史、文化遺産などは国交省も

儲かる文化財をいろいろ工夫もされているので、その辺りの概念なども将来的には

入れていかなければならないと考えている。 

（委員） 

６－２－２だが、文化遺産は、確かに大事に守らなければいけない側面もあるが、

活用するという観点も必要で、市民が文化遺産をうまく活用しながら、より多くの

人たちと繋がりを持つという取り組みもなされている。どういう活用を何件したか

というような観点は持てないか。 

（会長） 

それは、私が今申し上げたことである。文化遺産を活用した事業件数や、文化遺

産を活用した地域イベント件数など。 

（総務部次長） 

先ほど申し上げたように、そういう観点で検討するべきだと思う。 

 

・資料１－２（計画の推進）について説明（事務局） 

（会長） 

７－１－１から最後まで市民、団体、地域の役割が空白だが、空白のはずがない

と思うが、いかがか。例えば地域内分権も、市民は地域内の自治会、町内会、住民

自治協議会にもっと関心を持って生活しよう、などと言えるし、団体も、住民自治

協議会に参画し、地域のよりよい未来へ関わっていこうなどと言える。広報広聴も、

伊賀市の行政が発する情報にもっと関心を持とうと言えるのではないかと思う。 

（委員） 

ここの市民、団体、地域のところが埋まっていないのは、行政のご担当として、

これは行政がやるべきものだと思われているのではないか。むしろ、ここは市民参

加の一番肝のところで、いろいろ書いていただいて良いのではないかと思う。 

（事務局） 

ここは７とあるが、基本構想上も基本政策の中には入っていない。全体を推進す

るための能書きがあり、それを受けて、再生計画の中では１から６のものを全体的
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に推進するための「計画の推進」という位置づけになっている。その観点から、第

１次も含めて行政がうまく１から６を推進していくために、基礎的に行政としてや

っていくべきことという整理でここは書いていたので、仰るように、市民、地域の

役割は、７についてはわざと入れていなかった。ただ、委員の皆様からいろいろ意

見が出ているので、もう少し議論いただければと考えている。行政の今までのスタ

ンスとしては、行政がまずもって計画を推進するための施策・事業ををここに記載

して、市の役割として行っていくということで整理させていただいている。 

（会長） 

それでは、ここはお諮りする。７－１－１から最後まで、行政が頑張らないとい

けないと思っていたので記入しなかった、ということだが、これはやはり入れるべ

きであると考える方、挙手いただきたい。 

（一同） 

（挙手） 

（会長） 

全員である。入れていただきたい。例えば、地域内分権については、「伊賀市自治

基本条例に関する学習を深める」などは、市民の責任だと思う。「どこにあるか知ら

ない」では困る。そのぐらいのことは学習しましょうと言えるし、財政に関心を持

つことも必要なので、「行政が出す情報に関心を持つように努めます」など。それは

市民の責任なので、それぐらいのことは言って良いのではないか。例えば、「役所の

組織、人事に関心を払い、努力して頑張っている職員を応援します」あるいは「職

員と市民としての人間関係を結べるように努めます」、「職員集団とのコミュニケー

ションを深めるよう努力しましょう」など、ここはそういう思い切ったことを言っ

て良いのではないか。行政マネジメントに関しても、「市民の持っているノウハウを

提供し、行政マネジメントに協力的に参画していきましょう」とか。パブリックガ

バナンスとは、そういうことである。一度ここは工夫していただきたい。 

（委員） 

７－１－１で「地域内分権」と出てきているが、先ほどの話から総合すると、こ

れは一丁目一番地ではないかという気がするので、もう一度その辺の認識をお願い

したいと思う。これがあって初めて、各施策の意味を住民が理解できるのではない

かと思う。それと、各主体の役割で、「地域」とはいわゆる企業も含んでいると考え

て良いか。 

（委員） 

地域に入っているのかどうかが、分からない。 

（委員） 

いろいろなまちづくり条例、地域づくり条例を見ていると、今は企業の責務に言

及する時代なので、その辺りのカテゴリーで割っても良いという気がする。 

（事務局） 
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自治基本条例で言うと、市民の中に企業が入っており、自治基本条例に沿って整

理はさせていただいている。 

（委員） 

一般的に他の自治体で主体ごとの役割をするときには、市民、事業者、行政と分

ける。ただ、伊賀の場合は、地域が自治協などであり特出しをしている。その代わ

り、市民のところに一般市民、少し専門性を持つＮＰＯや社協など、営利企業とあ

り、ややこしい。このカテゴリーにするのであれば、絶対に主語をきちんと書き分

けていただきたい。そうでないと、本当に混乱する。 

（会長） 

先ほど確認したことである。市民のところで、主語をはっきりさせようと。企業

がここで必要ならば「企業は」、「事業者は」と、はっきり主語を示したら良いと思

う。すべてにわたって事業者が出てこなければいけないとは思わないが、そのよう

な整理を加えていただきたい。 

 

（会長） 

それでは、まだ発言のない委員からお気づきの点があればおっしゃっていただき

たい。 

（委員） 

118 ページ、７－２－２の中で、「市民の期待に応えられる組織・人づくり」とい

うことで、このＫＰＩは、まちづくりアンケートにより実施するとなっているが、

例えば市役所を利用された方へのアンケートボックスなどは設置されているのか。 

（総務部次長） 

そういうものは置いていない。これはまちづくりアンケートだが、すぐに声を聞

くということでは、そういうものがあっても良いと考えるので、意見を参考に検討

させていただく。 

 

（委員） 

３－２－１「農業」の 47ページ「市民」のところの「市民は、農業に関心を持ち」

の意味がよく分からない。農業をする立場として、「関心を持ち」という言葉を変え

られたら良いと思う。どのように変えたら良いかよく分からないが、「関心を持ち」

という簡単な言葉では表してもらいたくない気がする。「理解」、「関心を持って」で

は、おかしいか。 

（会長） 

分かる。「農業に関心を持ち」程度では、少しよそよそしい。「農業への理解を深

め」ではどうか。 

（委員） 

そのような言葉にしていただいたほうが良い。 
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（委員） 

先ほど委員が、必要性うんぬんと言われなかったか。 

（委員） 

農業をやっていかなければならない人の観点と、サラリーマン世帯が見た農業と

は主観的に違うから、それをどのように整理するかという問題を提起されているの

だと思った。 

（委員） 

そういうことである。 

（会長） 

農業従事者市民とそうでない市民との間の落差をどのように整理するか。 

（委員） 

「関心を持ち」という言葉が他人行儀というか、農業は非常に苦しんでいて、担

い手もいないし、地域でも話をするが、なかなかそれがまとまらない。もう少し農

業について「理解を」ということも。 

（委員） 

一般市民に対しては、「その重要性を認識し」などの言葉を入れれば良いが、むし

ろここでは、農業従事者が一般市民向けにどのように啓発していくかを、農業従事

者側の役割として入れないといけないのではないかと思う。農業従事者がどのよう

に啓発していくかは、同じ市民の中でも違う。正に資料２の意見№22 で私がそれを

言っているのだが。一般消費者と農業従事者を別にしてはと。 

（会長） 

主体が二つ記述が必要だということか。 

（委員） 

そうである。 

（会長） 

一般市民はもっと農業への理解を深めましょうという方向と、農業従事者市民は

もっと多くの市民に農業の奥深さを啓発しましょうと、二つ要るということである。

これは、そういう書き振りに変えていただく。 

 

（委員） 

76ページの男女共同参画でいろいろ皆さんが意見を言われたが、外部評価として、

自分たちは第２次再生計画に向けて意見を出したのだから、それをやはり反映して

いただきたい。 

（会長） 

事務局は、この外部評価報告書に書かれている第２次再生計画に向けての意見は

きちんと見て、可能な限り反映したというフィルタリングをかけていただきたい。 

（事務局） 
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外部評価の答申をいただいて、それが確定事項になるので、中間案以降の中でそ

の方向性を中間案の中に反映するかどうかということを、庁内手続きもあるので今

後詰めさせていただきたいと思う。 

（会長） 

これはまだ庁内的にオープンしていないのか。 

（事務局） 

本部会議で示してはいるが、具体的に反映のところまではまだ行っていない。 

（会長） 

では、答申を経たあと反映する作業をしていただく。 

 

（委員） 

18ページの高齢者支援、１－２－３の「現状と課題」の最初で、「高齢者の生活を

地域で支援するしくみづくりが求められています」とある。介護制度が変わり、平

成 29年に、本格的に要支援１の方がサービスを受けにくくなるように変更されると

聞いている。私は民生委員をしているのでそういう話を聞いているが、地域、特に

自治会ではそういう認識がない。地域で求められているにもかかわらず、行政が地

域へのそういう支援を任せてくる。例えば、空き家を利用して、何か制度を作って、

ここでこのまちの人への支援をお願いします、ということはしてくれるのかどうか。

地域での支援体制が取れていないところで、そういう経過がどんどん進んでいくの

ではないかと思うと、どうなっていくのか聞きたい。それから、そうなってくると、

私たち民生委員の背中にかなり重いものが乗ってくるという気がする。それをする

中で 22ページ「社会福祉・地域福祉」の「現状と課題」に、民生委員の「後継者不

足が懸念されており、業務内容を整理し、活動しやすい環境を整備するなど、民生

委員児童委員の負担軽減に向けた改善が必要」とあり、23 ページの基本事業で「民

生委員が活動しやすい環境を整備するための支援を行います」とある。負担がかか

りそうな中で、こちらでは軽減してやりやすいようにしていくというが、どうなっ

ているのか。 

（会長） 

これについて、社会福祉、地域福祉の担当部局は来ているか。 

（事務局） 

いたのだが、別の会議が始まり退席した。 

（会長） 

代わってお答えいただけるところはないか。では、伝えていただきたい。委員の

ご質問の趣旨を整理させていただくと、社会福祉・地域福祉、高齢者福祉といろい

ろなところで民生委員・児童委員が出てくるが、かかる負荷が非常に重くなること

は当然想定されるのに、「民生委員・児童委員が活動しやすい環境を整備するための

支援」とは、具体的には何なのかが見えないと仰っている。23 ページに「環境整備
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のための支援を行います」とあるが、具体的にそれは何なのかをもう少し積極的に

書き出してほしい。地域福祉ネットワーク会議が設置されることなのか、そのこと

によって民生委員の負荷は軽くなるのか、読み取れない。そういうことである。 

（委員） 

それともう一つ、地域の見回りの体制は、すると言っているが、どこまでしてい

るのか、また、今後どうしていこうとしているのか。 

（会長） 

付け加えて伝えていただきたい。確かに、これを読んでいる限りでは、その辺り

が浮き彫りになっていない。困ったときは民生委員に頼れば良いと、行政までがそ

の姿勢では困るということである。民生委員が疲労で倒れたり、後継者が出てこな

くなるという危機感を言われた。それをオーバーカムできる視点が弱い。 

（委員） 

38ページの２－３－１の「現状と課題」の最初の下のほうに、「ＲＤＦ化処理を行

っているために、一人当たりの年間経費が約１万６千円」云々とあって、コストが

かかっているから軽減に努めるとなっているが、これではいくらぐらいの赤字かよ

く分からない。昨年の審議会で、市民病院と伊賀鉄道の赤字がかなり大きく、どち

らも４億、５億の赤字だと言われていたが、実は、このＲＤＦ化処理によって年間

10 億円以上の赤字を出している。それを解消すれば、先ほど言った赤字は消えるぐ

らいの大きな金額である。32 年度でこのＲＤＦ化処理は終わるが、審議会では 32

年度を待たず、１年でも早く終わらせるようにと話をしているが、ここへ金額を入

れて、さらにそれを分かるようにする必要まではないか。 

（会長） 

金額を入れることは、少し抵抗があるのではないか。 

（委員） 

我々もどうしようかとは思ったが、これでは分からない。「１年でも早く前倒しで

業者に委託するか、名張との広域化処理によってするかを図っていきます」という

結論ばかりが毎年続いていて一向に埒があかないので、今回質問させていただいた。

出せなければそれは仕方ないが、実情はそれぐらいの赤字を出している。 

（人権生活環境部長） 

誤解があってはいけないので、10億円の赤字というか、ＲＤＦ事業に今 10億円か

かっているが、これは焼却処分をしても一定の経費がかかることである。ただ、そ

の処理方法によって、他の団体と比べると、市民１人当たりにかかっている経費は

高くついている。ＲＤＦ化処理でできた燃料は、三重ごみ固形燃料発電所にて使っ

ているが、その三重ごみ固形燃料発電所が平成 32年度で終了するので、必然的にそ

れ以降は別の処理方法に変わる。委員が仰ったことは、それまでに前倒ししてでも

民間委託するなりしてはどうかということだと思うが、ＲＤＦ運営協議会から脱退

すると、脱退負担金がかかるので、それを計算しており、どうしていくか検討中で
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ある。 

（会長） 

そういうご答弁で、今日のところは了としていただきたい。 

 

（委員） 

今日の会議の中で話されていた横串を通すというところで、忍者の話も出ていた

が、忍にん体操が昨年は全国的に有名になり、忍者ブームも訪れていて、いろいろ

なところで活用できる内容だと思っている。各部署で何ができるかを考えながら横

串を通していただき、「伊賀市」を大きく進めるチャンスはいろいろあると思うので、

いろいろ活用できたらよいと思った。全国でも数少ないトリプルＡを伊賀米が３年

連続取っているなど、いろいろ特記するものがあると思うので、活用していけたら

良いと思う。 

 

（委員） 

２点お聞きしたいのだが、１点は、68 ページの４－２－２「公共交通」の「指標

の説明」で、「行政バス、廃止代替バス」とあるが、この「廃止代替バス」とは、ど

のようなものを指すのか。関連して、その下の段、「成果を示す指標」のところは伊

賀鉄道のことだと思うが、来年度から伊賀市が営業するが、そうなったときに、今

の状態からいえば赤字が予想されるが、ずっと伊賀市が運営していく考えなのか。

あるいは、民間に時期を見て譲るのか、将来的に廃線にするのか、その辺りまで突

っ込んだ今の考えはどうか。 

（企画振興部長） 

事業者バス、いわゆる営業路線バスが、三重交通で伊賀市内５つの路線を走って

おり、それ以外に廃止されているのが７路線ある。かつては三重交通が営業で走っ

ていたバス路線だが、収支の採算が合わなくなったので撤退したい、しかし、地域

の利用があるため、伊賀市が委託金を払って走っていただいているバスが「廃止代

替バス」という名称である。一番左の行政バスは、行政サービス巡回車あるいは上

野で言うと、しらさぎバスである。こういうものが旧町村でそれぞれ走っている状

況である。その下の各駅の年間利用者数は、伊賀鉄道が年間 150 万人余りの乗降客

があるが、それ以外のＪＲの駅が伊賀市内に５つある。それぞれの駅の乗降者数は

ＪＲ西日本で把握しているので、それが減らない体制を取っていこうということで

ある。公有民営化後の対策だが、平成 29年から公有民営化ということで、伊賀市が

近鉄から線路、車両を譲り受け、それを伊賀鉄道に貸して、伊賀鉄道が運行する。

収入が多ければ伊賀市の収入になるが、赤字が出れば、それを伊賀市が補てんする

ことになるので、第一に定期の客を減らさないようにしていこうということ、それ

から、人件費をできるだけ下げていくことで、費用を減らしていこうとしている。 

（会長） 
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事情はよく分かった。結論を言っていただきたい。委員は、今後経営が悪化して

いったときに手放すという話が出ないのか、という話をしている。それはその時に

ならないと分からないというのが答えではないのか。将来の状況において、判断す

るしかないということではないか。 

（企画振興部長） 

そういうことである。 

（会長） 

その答えで、私は良いと思う。今ここで確たる答えは出ない。そういう努力はな

さっていることは分かった。 

 

（委員） 

資料１－２の 83ページの給食センターについて、小学校の給食センターは決まっ

ているので、どうしようもないことかもしれないが、小学生が温かい物を温かいう

ちに食べられること、３、４時間目から給食のにおいがして食欲が出ることは、非

常に大事なことと思っている。老朽化した施設がお金の面で改修できないからセン

ターを造るが、小学校は中学校と違い、たくさん数があり、普通の、冷暖房完備で

ない車で配送されると、施設から離れている学校はやはり冷めてしまう。二重食缶

はただ二重になっているだけで、熱々の物、冷たい物が食べられるわけではない。

冬は非常に寒い伊賀である。お金だけのことではないということを考えてほしいと

思う。 

（会長） 

これについては、ご要望・ご意見と思うが、書き振りの中に反映をするのは難し

い。 

（委員） 

意見だけである。 

 

（委員） 

30ページ、２－１－１「危機管理」について、かなりできあがっていると思うし、

洪水などもあったので、行政上はこれで良いとは思うが、市民や小・中学生の訓練

などはどうなっているのか。子どもの時に避難訓練をしておかないと、大人になっ

ても烏合の衆になる。取り組みとして安心防災ネットの登録者は大事なことなので

良いと思うが、やはり、各自治協などで訓練もされていると思うが、小学生の参加

率や学校単位で訓練をするという形で、防災に強いまちにしていくというところを

お願いしたいと思う。 

（危機管理監） 

学校教育で、教育委員会が中心となって、各学校で防災教育を最近重点的にして

おり、三重県の教育委員会で作られた「防災ノート」という教材も使っていると聞
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いている。地域の防災訓練にどれだけ小・中学生が参加しているかについて、この

４月から自主防災組織の担当をしており、各自主防災や自治会単位での防災訓練に

もお声かけいただいているが、子どもたちの参加は少ない状況である。子どもの教

育や訓練で知っていただくことで、家庭でも防災の話が出てきやすくなると思うの

で、学校との連携も含め、子どもたちへの防災教育を進めていきたいと考えている。 

（委員） 

災害ボランティアセンターを運営しており、その中で「親子で学ぼうさい」とい

う取り組みをしていて、いろいろな体験をしていただいている。 

（委員） 

危機管理に「子どもも含めて」と、どこかに入れていただいたほうが良いと思う。 

（会長） 

「学校との連携を視野に入れつつ、子どもの参加を」などの書き方をしてはどう

かということである。 

（危機管理監） 

検討させていただく。 

（会長） 

今日いただいた意見をできるだけうまく使って、修正をお願いする。それでは、

事務局から今後の策定スケジュールについてご説明いただく。 

 

・資料３について説明（事務局） 

（会長） 

今日出た意見を基に修正し、それをどこで確定させるかという趣旨か。 

（事務局） 

この図で「⑭審議会※」となっているところは、あくまでも希望だが、皆さんに

納得いただければ、お盆前後に会長にご確認いただき、了を得られれば公表してい

きたいと考えている。 

（会長） 

一人で皆さんの意見が完全に反映されているか確認するのは自信がないが、その

ようなスケジュールで良いか。または、パブリックコメントやタウンミーティング

に入るまでの間に、まだ意見をいただく余地があると考えて、そこでやるという方

法はないか。 

（事務局） 

一旦中間案的なものは８月 16日以降で出していかないと、後のスケジュールが詰

まってきている。ただ、そこへ出していく内容について、本日のご意見で反映でき

るもの、できないものがあると思うので、その整理をさせていただき、会長に、引

き続きこれはまだペンディングだというものがあれば、９月のパブリックコメント

が終わって一旦市民意見を集約したあと、10 月中旬以降で一度審議会を開催し、９
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月の市民全般のご意見と、本日ご提起いただいてペンディングで残ったご意見の整

理をそこでご提起いただき、市長選挙を迎えられればということである。少し中途

半端な答えになってはいるが、本日中間案で、こちらで最終修正したものを判断い

ただけたらと思っている。 

（会長） 

今日いただいたものをまとめた中間案のようなものは私が拝見させてもらうが、

あくまで審議会全員了承ということにはなり得ないと思うので、事務局原案という

ことでやっていただけるか。 

（委員） 

確認だが、事務局が求めているのは、直したものを委員に投げることなく、全部

委員長の判断で中間案にしようとしているのか。 

（会長） 

委員に回すのではないか。 

（委員） 

８月 10日までに委員に回すのか。それにまたコメントを出して、盆ぐらいに委員

長のもとにというスケジュールか。 

（会長） 

修正したものを私に見せて、仮了解で次の作業に移ってよいかということである。

最終的な修正としては、パブリックコメントの後に意見を言う余地があるという趣

旨である。 

（委員） 

パブリックコメントに出す前に、委員に流すことはないということか。 

（会長） 

そうである。 

（委員） 

それは、委員もパブリックコメントをしてよいということか。 

（会長） 

そうなる。 

（委員） 

そうであれば「中間案」というのは、少し乱暴である。委員もパブリックコメン

トをして、委員長が一人でご覧になるというのは負担が重いと思う。「素案」くらい

の表現にとどめて議会とパブコメはかけ、審議会ももう少し丁寧に見る必要がある。

というのは、これは事務局に対する注文でもあるが、ほとんど議論できなかった。

なぜかというと、この資料を説明されていないからである。これに意見を言うなら

ば、第１次再生計画でどうだったのか、前回の指標はこれで、今回これを変えた、

という説明を原局から受けないとコメントできない。今日は事前に意見があったも

ののみの説明だった。施策の総体であったり、それがこれまでの流れでどのように
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変えたのか、第１次再生計画ではこうだったので、第２次再生計画ではこうしたと

いうような議論をどこかでしていただかないと、このままでは責任を持った案にな

らないと思うが、どうか。 

（会長） 

それをするならば、パブリックコメント後の審議会しかない。 

（委員） 

だからあくまで「中間素案」である。 

（会長） 

「中間素案」で良いのではないか。８月中に審議会をすることは、もう無理であ

る。 

（事務局） 

スケジュール的には、厳しい。 

（会長） 

私が了承者ということにはならないと思うので、委員全員に中間案ができたら配

布していただきたい。意見をもらっても修正はできないが、パブコメにこれでかけ

るという報告として。 

（事務局） 

それはさせていただく。 

（会長） 

私が了承したというと、責任が非常に重くなるので、事務局作成原案で行きたい。

最終審議会確定は、パブリックコメントが終わってから、集中討議できる余地を残

す。 

（委員） 

それで良いが、この前の外部評価との関係で、外部評価の結果は今出たのでここ

へ反映はされないが、「現状と課題」は外部評価で実際課題になっているはずで、そ

の辺の盛り込みをどこでどうするのか、事務局と会長で考えていただいたほうが良

いのではないか。例えば、農業について説明を聞き、一番大きな問題は後継者の問

題だと実際感じたが、46ページの現状には一言後継者問題と書いてあるが、47ペー

ジの「具体的な取組」には、何も出ていない。パブコメに持っていったあと、そう

いうものを盛り込むのかどうか、流れを決めておかないと。少しそこが引っかかる。 

（会長） 

一般的にパブリックコメントは、致命的な、あるいは根本的な組み換えはもうほ

ぼなく、９割８分ぐらいできていて、そこの微調節程度をパブコメにかけることは

多いが、今の話で、方策の新たな書き込みや施策の新たな立案などを要求されて書

き込むところまでの覚悟はできるかという話である。もう一つは、今回、外部評価

された意見や趣旨が次の計画に反映されるには、先ほど答申が出ていないからまだ、

という話があったが、次の段階では反映されている保証があるのかという話である。
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その点について、いかがか。 

（事務局） 

パブリックコメントまでに反映させていくことは厳しいので、一旦８月中旬で会

長に見ていただき、了承ではないがこれで、となったあとの、次の審議会に反映さ

せていただくことができると思っている。 

（会長） 

かなりハードな作業スケジュールになることは想像できるが、考慮しておいてい

ただきたい。 

（委員） 

審議会を追加で入れるのか。 

（会長） 

追加で開催する。 

（委員） 

タウンミーティングのスケジュールはどうなったのか。 

（事務局） 

順調に行けば、24日、25日で開催させていただく予定で考えている。ただ、タウ

ンミーティングのやり方、内容自体を、もう少し中で詰めさせていただきたいと考

えている。もし、この時期でやるのであれば、行政側の中間素案の形になるので、

当然行政主導のタウンミーティングという形になり、そこへ審議会委員も参加いた

だき、状況などを聞いていただく形になると考えている。 

（委員） 

10月の選択肢はないのか。 

（事務局） 

段取りもあるので、一旦 10月も含めて考えさせていただいて良いか。 

（委員） 

事務局素案の段階でタウンミーティングをやっても仕方がない。もう少し固めて

くれないと。 

（会長） 

審議会としてこれでＯＫという答えが出てからのタウンミーティングが理想は理

想だが。それでは、調整しなおしたい。 

（委員） 

８月の「⑭審議会※」は、何をするのか。 

（会長） 

８月の※は、私に報告をするという意味であって、審議会を開催するという意味

ではない。 
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・第８回審議会の日程調整 

（会長） 

では、第８回審議会は 10月５日、午後２時からの開催とする。 

 

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。それでは次回審議会は１０月５日に開

催させていただきます。タウンミーティングについては、改めて練り直しさせてい

ただきます。 

  本日はありがとうございました。 

 

（１６時４５分 終了） 

 

 

 


