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Ｎｏ ページ 項目 意見（質問） 担当振り分け

対応方針
１：２５日までに修正
２：中間案策定後、最終
案策定までに検討
３：修正なし

対応内容
（修正する場合は「修正する」
修正しない場合はその理由
質問に対してはその回答）

1 6
振り返り

（防災・災害対策）

平成２７年に「伊賀市地域防災計画」の見直しを行ったとありま
すが、東部地域住民自治協議会の運営委員会でいただいた
「伊賀市の防災計画」の資料では、伊賀市では独自に被害想定
を出していないとして、避難所ごとの避難者は「想定なし」、道路
崩壊は名阪国道関～上野は「被害なし」となっていますが、これ
で地域防災計画と言えるのでしょうか
三重県発表をそのまま使っているようですが

総合危機管理課 3

三重県の専門的で客観的な被害想定として、伊賀
市の地域防災計画を立てるうえで参考にさせてい
ただきました。たとえば、避難所ごとの避難者数の
記載や道路崩壊に関する名阪国道などの具体的
な記載はありませんが、避難者も発生すると考え、
備蓄食料や資機材も備えるよう、また、名阪国道も
利用できないことも想定されることから、防災ヘリコ
プターを使った支援に関することも伊賀市地域防災
計画で想定されています。

2 5 振り返り

重点プロジェクトの文章中に外部評価（ａ～ｃ班）の意見は反映
されるのか

事務局 2

外部評価の対象となった分野同様、重点Pについて
も、評価時のヒアリングを踏まえた見直しを行って
います。また、外部評価報告書の答申を受けた後
は、答申内容についても分野別計画に反映させる
こととします。

3 5 振り返り

第１次再生計画の振り返りでありながら「その期間内にできたこ
と（過去形）」と「今後の課題」との書き分けができておらず、時
制が乱れがちです。記載されている条例、計画、事業などにつ
いて、以前からあったものなのか、第１次再生計画の期間内に
できた（実施した）ものなのか、その期間内にはできずにで第２
次計画に持ち越すものなのか、担当課でチェックして記述を揃
えてください。また資料１－１に書かれている内容と、資料１－２
の分野別計画の「現状と課題」の書きぶりに齟齬がないかどう
かの点検も必要です。いくら「素案」とはいえ、日本語になってい
ない文章や表記ゆれ、脱字などが目立ちます。

全体 1 原課、事務局双方でチェックをかけます。

4 5
観光・農林業連携プ

ロジェクト

１行目「催行率」とはなんですか？
　後ろから２行目「社会的効果」とはなんですか？
　観光など「効果があった」という記述だが、資料2－2のP44の
記述との整合性がない。観光と農林業とはどのように連携した
のでしょうか？　また、受け入れ「態勢」と、受け入れ「体制」とで
は意味が異なるので、正確な表記を。

産業振興部 1 修正する

5 6 子育て

　「子育て支援の環境」や「途切れない子育て支援」など、固有
名詞でもないものに「かぎかっこ」を多用されていますが、なに
か意味があるのですか？（施策や事業の名称であればその
旨、明記を）　1行目など、かえって意味が不明瞭になっていま
す。

健康福祉部 1 修正する

第６回　伊賀市総合計画審議会　会議後に提出された意見一覧　【資料１－１】
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6 6 「防災・災害対策」

「てにをは」や「時制」が混乱しているので、文体をすっきりさせ
てください。例えば１行目は「住民は」ではないでしょう。また「防
災計画」は既に見直したのであれば過去形に。末尾が「必要が
あります」という文章でつなげてしまうと、これから改訂するよう
に誤解されます。

総合危機管理課 1 修正する

7 8 地域産業・雇用

P5の重点プロジェクト２との重複が目立つので、書き分けを

産業振興部 1 修正する
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8 8 生活基盤

3行目の「伊賀市条例」は正式又は略称の条例で記述してくださ
い。何年の制定ですか？
　第一次計画期間内であれば、まずは条例制定を項目出しする
必要があります。

建設部 1 修正する

9 9 交通
第２段落以降、すべて「○○する必要があります」なので、第１
次計画期間内にどんな施策・事業を行ったのは具体的に記述し
てください。

企画振興部 1 修正する

10 9 人権・男女共同参画

条例や計画の策定時期が第１次再生計画の期間内か、それ以
前であるのか分かるような書きぶりに。また先日の外部評価で
は人材育成講座（５年間→その後、リスト化、グループ化）が主
要事業として説明されていましたので、ここでも記述が必要で
は？　（なぜ達成できないのか分析不足です）

人権生活環境部 1 修正する

11 14 有効求人倍率

2013から2014にかけて突出した数値が出ているが何故なのか。
少子、転出が多い中での1.0超えは数字のマジックでは？よくわ
かる数値説明（コメント）が必要ではないか。図全体に言えること
だが

事務局 1
全体として、図示における出典を具体的に表記しま
す。また、当該箇所については、ミスリードにならな
いよう、文中に説明を追記します。

12 20 求められる視点

　P11 の末尾には「伊賀市の身の丈にあった行政サービスの提
供」がうたわれています。これは前の（第１次の）審議会議論の
ポイントです（人口が増えるという楽観的な計画にはしない）。し
かしP20には（１）人口減少の克服～「人口減少を＜受け入れる
＞のではなく＜克服する＞ための視点」と書かれています。　こ
の「克服」とはどのような意味か（ミティゲーション（影響緩和策）
なのか、よそから人口を奪ってきてでも定住人口を増やす対策
なのか、少なくとも今期の総計審では議論していません。そんな
中で「人口減少の克服」という文言を使うことには反対です。パ
ブコメ段階では「対応」程度にして、審議会でもっと話し合うべき
です。

事務局 2
中間案以降の審議事項として、※「対応」「克服」
「歯止め」等を念頭に改めて検討したい。

13 24 ガバナンス

ガバナンスという言葉の説明が必要ではないか。

事務局 1

この計画における定義は、本文に記述しています。
また、ここでのガバナンスが示す概念が、コーポ
レートガバナンスではなく、パブリックガバナンスに
基づくであることを追記もしくは用語解説に記載す
ることとします。

14 26 事務事業

事務事業という言葉の説明が必要ではないか

事務局 1
一般的な用語として、用語解説に追加します。ま
た、本文中には、本市の事務事業は市の予算科目
である旨と記述があります。

15 26 計画体系

施策が１０７から５０に減らし、新たに基本事業を１５０入れると
いうことは、より細かく施策を見直すということか。それとも基本
事業に対して事務事業が従来の５００から３８０に減らすというこ
とは予算の関係があるのでしょうか 事務局 3

施策-基本事業の体系への見直しについては、
p.26、27記述のとおりです。
また、市の予算の単位である事務事業の数につい
ては、細々目単位から細目単位にすることによっ
て、事務事業評価（ＰＤＣＡ）の効率化を目指すこと
としています。



Ｎｏ ページ 項目 意見（質問） 担当振り分け

対応方針
１：２５日までに修正
２：中間案策定後、最終
案策定までに検討
３：修正なし

対応内容
（修正する場合は「修正する」
修正しない場合はその理由
質問に対してはその回答）

1 14 1-2-2　障がい者支援

雇用の観点から・・・民間では、従業員のうち１．８％の障がい者の雇用が
義務付けられているが、伊賀市での現状比率はどうなっているのか。また
取組姿勢はどうなのか

健康福祉部 2

法定雇用率は平成２５年４月に改定されています。
①民間企業2.0％、②公的機関2.3％となっていますが、常用労働
者数50人以上（25年改正により、それまでの56人から変更されて
いる）の企業に義務付けられ、本社のある住所地でカウントされる
ことから、ハローワークで把握している（伊賀市の）雇用状況では、
単純に判断することができない状況にあります。
【参考事例】
（株）安永の従業員は伊賀市でカウントされますが、（株）ＬＩＸＩＬの
従業員は、伊賀市でカウントされません。
なお、障がい福祉課において、実態に応じた数値は持ち合わせて
おりません。

2 26
1-3-1　子育て少子化

対策

成果指標が数字の出しやすいものになっているのではないか。
若年世代の未婚率だけではなく、結婚して伊賀市に住んでもらう為の結婚
サポート事業の回数や成約率等は難しいのか

健康福祉部 2

平成28年度から、結婚サポート事業実施に対する補助金を支出し
ているため、市が実施する事業回数と補助金を支出した事業回数
の把握は可能であり、成約率も把握は可能です。
しかしながら、当該補助金の対象とならなかった事業の把握は困
難です。

3 27 1-3-1子育て少子化対策
基本事業①子育て相談支援事業の中の保護者、女性、ひとり親の女性と
いう文字は必要ないのではないか、保護者やひとり親に含まれるのでは。 健康福祉部 1 修正する

4 27
1-3-1子育て・少子化

具体的な取り組み

担当課ですが、いくつもの課と連携が必要であり大変だと思います。ただ、
この事業の主担当はどこの課か表現できないのでしょうか。進捗の問い合
わせをした時に全体を見て答える方がおられると思いますが。気になるの
は事業の遅れや問題が出た時に主導権を持って解決にあたらなければな
らないときが出てきたときに意識が分散しないかということです。

健康福祉部
3

（記載順序変更）

子育て支援対策事業については、関係課による庁内連絡会議で
の協議はもとより、外部委員による少子化対策推進委員会で進捗
状況を確認いただき、意見をいただいているため、意識は分散しな
いと考えます。なお、本委員会の事務局は、こども未来課です。

5 39 2-3-1一般廃棄物

さくらリサイクルセンターについて2020年までにRDF化が無くなるのに次の
ごみ施設について表記しないのはなぜか。民間に移行していつまでそのま
までやっていくのか 人権生活環境部 1 修正する

6 41 2-3-2上下水道

基本事業①水道事業について経年化の避けられない水道施設の維持とあ
るが、施設だけでなく市全体の地下をめぐっている水道管は50年以上経過
していないのか、老朽化に心配はないのか。

水道部
建設部

1 修正する

7 44
3-1-1観光

KPI

メニュー数ではなく、入込数ではないか。
あるいは、両方で比例按分評価では？
さらに、土日の駐車場入込台数、観光売上額など 産業振興部 2 修正する

第６回　伊賀市総合計画審議会　会議後に提出された意見一覧　【資料１－２】



8 51 3-3-1中心市街地活性化

新たな中心市街地活性化事業とあるが、今ある銀座通りのシャター通りは
どう解決するのか。歩道整備など行ってもお店が閉まっていたら活性化ど
ころではない、観光客を呼び込むには伊賀の特産品（組みひも、伊賀牛、
伊賀コシヒカリ、忍者関連グッズ、かたやき、漬物などなど）をまち行く人た
ちが手に取り、目に触れられる環境づくりが必要ではないか。食事も含め
て機能が発揮されていない。まず次を考える前に銀座通りの変革を。

産業振興部 1 修正する

9 52
3-3-2商工業

KPI

新規事業者数だけでなく、工業製品出荷額も指標として大切ではないか

産業振興部 3
工業製品出荷額は、４人以上の従業員がいる事業者が対象のた
め、小規模事業者が多い当市においては、正確な数値を求めるこ
とができません

10 55
3-4-1産業立地

伊賀流自治…　　　市
民（団体）

産業立地　KPIが「新規立地企業件数」で市民団体の役割が「事業の維持・
発展…」がわかりにくいのですが。

産業振興部 1 修正する

11 56
3-5-1雇用・就業

KPI

伊賀市のみにすべし
名張は低いと聞いています 産業振興部 3

有効求人倍率は、公表されているものは、伊賀管内での数値のみ
となっています。

12 69 4-2-2公共交通

基本事業②鉄道整備促進事業について電化や複線化にこだわらないで交
通ICカードいこかの導入やトイレ問題に取り組むことが多くの観光客を呼び
込むことに繋がるのでは。

企画振興部 3

路線及び沿線地域の活性化、需要喚起のため、目標とする具体
的な項目と取り組みを示したものであり、都市部からの直通運行を
可能とする電化や自己充電型バッテリー車両の導入、本数増を可
能とする複線化、快適かつ便利に鉄道利用が出来るようトイレ改
修を含む駅施設の整備、交通系ICカードの導入などを掲げている
ものです。どれも市内鉄道網の整備の方向として必要なものと考
えています。

13 69
4-2-2公共交通

誇れる・選ばれる…

ＫＰＩの設定はこの通りだと思いますが、誇れる。選ばれるまちづくりの視点
でも記載してある通り人口減が見込まれるなか市内の活性化よりは観光
路線として切り替えることはできないのでしょうか。「現状と課題」から「具体
的な取り組み」の流れを見ると便利にすることが優先されていますが、「具
体的な取り組み」は観光客を増やすことではないでしょうか。産業交流との
切り分けての取り組みという位置づけ進めるのでしょうか。

企画振興部 3

ご指摘のように、地域事情を考慮すれば、鉄道路線は観光資源と
して活用し広く認識されることにより、ひいては市民の生活交通維
持につなげるという視点があることに変わりはありません。掲げて
いる具体的な取り組み項目が網羅的になっていますが、「まちづく
りと連動」や「観光施策など市のまちづくり施策の中で活かす」の中
にその意味を込めています。

14 83 5-3-2教育環境

学校給食センター化は本当に良いのか。自校給食は温かいものは温かい
うちに冷たいものは冷たいうちに食べられ、3.4限目の給食のにおいは食欲
をそそりそれだけでも学校が楽しいものになる。 教育委員会 3

現状にも記載されている自校調理施設の老朽化や安全衛生基準
を満たすための改修に経費が膨らむ。
現在でも、給食センターでは二重食缶により温かいものは温かいう
ちに、冷たいものは冷たいうちに提供できるようにしている。

15 86
5-4-2青少年育成

KPI

青少年体験学習参加者数が本当に青少年育成の指標となるのか
教育委員会 1 修正する

16 86 5-4-2青少年育成
体験学習参加数を成果指標としているが、「現状と課題」にある無関心な大
人は体験学習に参加しないのではないか 教育委員会 2 体験学習の参加対象は子どもを想定している。

17 86
5-4-2青少年育成

現状と課題

86頁。「大人の責任」が問われている。87頁。青少年育成団体の支援で何
か具体的なイベント名を入れた方が良いのではないでしょうか。「親子で参
加する活動」を設定していくとか

教育委員会 1 修正する

18 102
6-3-2域学連携

KPI

伊賀研究拠点が産学官連携拠点
伊賀連携フィールドは市民との連携拠点

企画振興部 2

ゆめテクノ伊賀（三重大学伊賀研究拠点）関連については、事業
の進行管理上、3-4-1産業立地に記載しています。ただし、今後、
三重大学による知の拠点事業の動向によって、内容の修正・見直
しの可能性があります。



19
34
94
76

２－１－３（事故・犯罪
防止）　　　６－２－２
（歴史・文化遺産）

５－２－１（男女共同参
画）

成果指標の立て方に多少無理があるケースが散見されます。例えば、交
通事故の発生件数（２－１－３）などは、本来は交通事故抑制のために取り
組んだ施策（例えば高齢者交通教育など）の結果として導き出されるもので
あるはずですから、その施策をKPIにすべきでしょう。また、歴史・文化遺産
（６－２－２）においても、伊賀市史の有償頒布数に着目するのは無理があ
るでしょう。市史は元来、記録性・資料性としてその価値が大きいもので
す。おのずと利用者の層も限られてしまいます。一般市民が普遍的に必要
とするものとして頒布数をKPIにするのであれば、「読みやすい親しみやす
い刊行物」として再編集再発行するべきでしょう（ただし、９４、９５㌻に記述
された課題、具体的な取組自体を否定するものではありません）。男女共
同参画（５－２－１）においては、２つのKPIが女性の登用率・参画率と言葉
こそ違え、視点は同じです。クオータ制にとらわれ過ぎている気がしてなり
ません。もう少し共同参画社会の推進の観点から別のKPIを立てることはで
きないのでしょうか？

人権生活環境部
教育委員会

1

２－１－３    「修正する」
５－２－１    「修正しない」
　政策・方針決定過程への女性参画の指標として「審議会等への
女性登用率」
　地域活動における女性参画の指標として「住民自治協議会運営
委員会の女性の参画率」
をＫＰＩとして設定するのがベストと判断します。

20
7
39

振り返り（生活環境）
2-3-1　一般廃棄物

RDFごみ処理方式により毎年大きな赤字を出しています。平成32年が稼動
期限となっていますが、赤字を考えると、1年でも早く民間委託へ移行させ
るか伊賀南部地域との広域化処理に取り組んでいく必要があります。しか
し、行政経営報告書の施策評価シートでは毎年その文言は出ていますが、
実際にはあまり動いていないように感じられます。
何故進まない、進められないのか
詳細及び進捗状況を教えていただきたい。

人権生活環境部 3
この欄において、説明すべき事柄ではないと考えるため(一字修正
の箇所あり)

21 ＫＰＩ

他委員から指標は複数出すべきとの意見があったが、一つでもよい。重要
な業績評価指標とは、あらゆる手段（ヒトモノカネ）を使っていかに効果を上
げたかが重要な視点となるから、数の問題ではない

事務局 2
ＫＰＩ指標については、分野別計画の中身をしっかり固めた上で、そ
の進捗状況をどうやって定量化、数値化するかという次の議論とい
う認識の上、中間案以降改めて審議・検討する項目としたい。

22 市民の役割

「市民の役割」の中に「在住者」を意識した箇所と「事業者」を意識した箇所
とが混在していました。産業関連施策（商業や観光）では、その使い分けを
きちんとしないと、たとえば農業振興でも「農業従事者」と「消費者」では同じ
「市民」でも役割が違います。観光振興もです（観光産業に関係のある団
体・市民と、観光客が増えると困る一般住民）。表記を工夫してください。 事務局 1

市民の定義は自治基本条例を根拠としています。記述の対象が、
個人と団体（法人）のいずれか一方のみである場合については、そ
れがわかるよう表記するようにします。



Ｎｏ 意見（質問） 担当振り分け

対応内容
（修正する場合は「修正する」
修正しない場合はその理由
質問に対してはその回答）

1

内部評価基準が不明確。例えば、内部評価の基準として、
①業務の質、②業務の量、③予算増限度、④目標・課題達成度、⑤創意・改善・工
夫度、⑥理解、判断、決断力、⑦折衝力、⑧企画力、⑨応用展開力　等での基準設
定が必要ではないか。
よって、第2次再生計画の分野別には出来る限り目標に数値を定め計画の立案をご
検討下さい。

事務局

事務事業評価の基準に関するご指
摘と認識します。次計画のマネジメン
トシステムの制度、運用面について
は、本計画策定のご審議とは別に改
めてご意見を伺いたい

2

指標への取組は担当課が率先垂範と思われますが、課長部長担当者ではおのずと
遂行する内容が異なるので、納得ある評価基準が必要となる。もしこれが個人の評
価につながれば問題が起こると思います。評価シートでの必要性、有効性、効率性
の評価では全く体をなしていないと思います。

事務局 同上

3

市政再生の深化・進展の中で、行政総合マネジメントシステムの強化（外部評価の
本格導入）とあるが、外部評価委員の方は専門職の方に依頼するのが良いのでは
ないか 事務局 同上

4

今後第３次、第４次と「再生」という言葉を使うのか

事務局
未定
策定時に審議・検討されるものと認
識しています。

5

第１次再生計画での行政経営報告書は施策評価シートと事務事業名で作成されて
いますが、第２次では基本事業ごとに作成されるのでしょうか

事務局

第1次再生計画と同様のしくみを想定
しています。事務事業評価と基本事
業の関連については、今後具体的に
検討します。

第６回　伊賀市総合計画審議会　会議後に提出された意見一覧　【その他】
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　個々の政策についての意見を書くというこの用紙の主旨からは外れますが、まち
づくりの総合的な視点についての意見を述べます。「分野別計画」の作成に取り組
む以前に、各分野の上位に位置付けるものとして、「このまちの仕組み」を明らかに
する必要があると思います。伊賀市には行政と住民との関係性を基にした伊賀流自
治という言葉がありますが、この新しい自治の機能を有効に果たすには、地域社会
の仕組みとその認識を今まで以上にしっかりと作り上げる必要があるのではないで
しょうか？市内のすべての存在が、まちづくりへの大局的な視点を持ちながら各々
の役割と使命を認識し、地方自治に深く関わりを持ち、それぞれが有機的に繋がれ
るような地域社会の仕組みを作り上げる。住民や住民自治協、各種組織をはじめ、
企業等を含むあらゆる団体が地域社会を構成する機関の一員であることを認識し、
まちづくりに積極的に参画するという考え方です。本来は各々の営みである教育活
動も福祉活動も、文化活動もスポーツ活動も経済産業活動も、あらゆる活動が分野
（領域）にこだわらず、他の存在を意識しながら連携し、使命感と課題認識を共有
し、必要とされるものを相互で補完することで、伊賀市という地域社会を実のあるも
のにするという「横つながり」が今まで以上に望まれていると思います。「社会福祉は
行政と福祉団体だけの仕事。文化や経済とは関係ない」―こんな考え方がナンセン
スであることは十分にご承知かと思います。各々が意味を持ってつながる社会。こ
の関係性を市民に理解しやすいような形で再生計画に位置付けることができればと
思います。これについては、大人をはじめ子ども、高齢者、障がい者、生活困窮者、
在住外国人、それら市民すべての間から「誰ひとりとして、仲間はずれを出さない」と
いう理念（社会包摂）が大前提となります。

事務局

伊賀市総合計画基本構想は、自治
基本条例に基づく伊賀流自治のしく
みによるまちづくりの考え方を基軸と
し、第1次再生計画では、その推進に
向けた取組を行ってきたところです。

さらに第2次再生計画では、「ガバナ
ンスの確立」というテーマの下で、更
なる住民参画（伊賀流自治の推進）
に向け、各主体の役割分担の考え方
を示しています。

住民間の「横のつながり」のしくみに
ついては、次の基本構想や自治基本
条例の改訂等の各段階、方面におい
て、検討・議論されるテーマであると
認識しています。

7
担当課の人数とそれに関わる事業など分かれば知りたい。

事務局
事務事業評価において、事業単位で
の職員人数を算出しています。


