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第９回伊賀市総合計画審議会 議事録 

 

開催日時 平成 28年 10月 5日（水）14:00～15:45 

開催場所 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） 

 宮崎 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） 

欠席委員  清水 みどり（伊賀市民生委員・児童委員連合会） 

 松岡 克己（伊賀市人権同和教育研究協議会） 

 服部 保之（公益財団法人伊賀市文化都市協会） 

 永井 佳恵（株式会社百五銀行） 

議事日程 １ あいさつ 

２ 議事録署名人の指名について 

３ 報告事項 

（１）第２次伊賀市総合計画 第２次再生計画中間案の公表について 

４ 審議事項 

（１）各施策の成果指標（KPI）について 

（２）今後のスケジュールについて 

５ その他 

議事概要 １ あいさつ 

（会長） 

皆さんこんにちは。お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。それで

は、早速始めさせていただきたい。 

 

・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） 
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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

報告されましたので、ご了承をお願いしたい。続いて、議事録署名人の使命につい

て、私のほうから、坂本委員、藤澤委員を指名させていただく。よろしくお願いし

たい。 

 

３ 報告事項 

（１）第２次伊賀市総合計画 第２次再生計画中間案の公表について 

・資料１説明（事務局） 

（質疑なし） 

 

４ 審議事項 

（１）各施策の成果指標（ＫＰＩ）について 

・資料２（２、３、４分野）説明（事務局） 

（会長） 

２、３、４と一括して、ご意見を賜りたいと思う。 

（委員） 

２－１－②「消防・救急」について、前回も申し上げたが、今は「救命講習」と

「消防水利」の二つになっているが、第１次再生計画のときにＤ評価だった項目「消

防団員の確保」が、実は達成できていない項目であるので、どちらかというと、で

きなかったところ、Ｄだったところをもう１回やり直すという形で指標にしたほう

が良いのではないか。 

細かい確認だが、消防水利の話や一般廃棄物のところは、水利は 64.7、一般廃棄

物の資源化率は 55.1になっているが、以前の資料より若干下がっているのは、分母

が違っているということで良いか。例えば消防水利ならば、以前の参考資料１－２

でいうと、既に 27年度には 69.5になっているが、このデータでは 64.7になってい

る。これは分母が変わったパーセンテージと理解すれば良いか。同様に、資源化率

でも新しい資料では 55.1 になっているが、以前の表を見ると、既に平成 27 年度に

は 61.5までになっている。多分、新しい資源化量の予測決定の数字を見て設定され

たと思うが。ごみの話でいうと、前回は３年間で６ポイント上げると設定されてい

たが、今回は目標値が少し低く掲げられているので、もう限界なのかどうなのか、

その数字に関してもお伺いしたい。 

（副会長） 

３－１－①「観光」の捕捉方法で、数値の取り方が「『いがぶら』に登録されたメ

ニュー数を基本にします」となっており、去年 81とあるが、着地型観光について、

これだけでは取りにくいのではないか。他にも色々できてきている。例えば、９月

から伊賀上野観光協会が着地型で回っている「ぷち忍者道場」も初めてなので、そ

ういうものを複数で取られたほうが良いように思う。 
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（会長） 

お二方の質問に対して、お答えいただけるか。 

（消防本部（宮本）） 

消防水利の充足率の関連だが、現状の 64.7は前の数値よりは若干下がっているが、

充足率を出すに当たって、消防施設の整備計画が、私どもに国から３年に１回の割

合で調査が来るのだが、前回調査があった平成 27年に、地域を細かくメッシュ状に

距離を変えて囲っていくという作業があり、その中で算定の方法が少し変わったの

で、現在出したこの 64.7％という指標になっている。 

（会長） 

それに比べて 67という目標は低すぎるのではないか。それは私が思ったことであ

った。もう１点、消防団員のほうは。 

（委員） 

そちらは指標に取らないのか。 

（消防本部） 

消防団員の数値だが、伊賀市の条例により、1,510名が条例定数である。現在の消

防団員数は 1,471名である。男性団員だけでなく、女性部もできており、現在 15名

で活動をしている。女性部の活動は、地域や学校、保育園などに出向き、防火防災

指導などを行い、災害等があれば、サポートに当たっていただく役目である。定数

からいうと、現在約 40名のマイナスになっている。少子高齢化で団員になっていた

だく方が少なくはなってきているが、色々なイベントや行事などで消防団員募集の

推進をさせていただき、目標の 1,510を達成できるよう努力しているところである。 

（会長） 

違う。「なぜ指標から外すのか」という質問である。 

（委員） 

指標として残して、きちんと政策を打っていくのが皆に見えたほうが良い、とい

う指摘で、大事なのは分かっているので、指標として残してはいかがか。 

（会長） 

「もう目標を達成したから指標として外す」という言い方もあり、「指標として適

正ではないので外す」という言い方もあるが、今の説明は「一生懸命努力している」

という説明なので、「ならばなぜ指標から外すのか」という質問に返ってしまう。そ

れについてお答えいただきたい。 

（消防本部） 

少し検討させていただきたいと思う。時間をいただきたい。 

（会長） 

資源化率の話について、お答えいただけるか。 

（事務局） 

担当に確認するので、先に観光の話をお願いしたい。 
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（産業振興部） 

先ほど委員からご指摘いただいた部分だが、後半が聞き取りにくかったので、再

度お聞かせいただきたい。 

（副会長） 

数値を取るのに「いがぶら」と登録メニューの数が切り口だと思うが、「いがぶら」

だけではなく、他にも複数で取ったほうがより分かりやすいのではないか。例えば

９月から観光協会では「ぷち忍者道場」等も始まっている。これも着地型観光であ

るし、伊賀市としてこの政策を進めていくときに、やはり民間が活性化した割合、

その取り高なので、「いがぶら」だけでは片方だけの数字になってしまうのでは、と

懸念した。複数で取っていただきたいということである。 

（産業振興部） 

よく分かった。今回、ＫＰＩ、目標値とさせていただいた理由として、「いがぶら」

については、旧上野市だけではなく、大山田、青山などすべてを含んだ伊賀市全域

で「いがぶら」に取り組んでおり、一番観光として、伊賀市全域の数値として目標

とすることが適当ではないかということで目標として、挙げさせていただいた。９

月から取り組んでいただいている「まちなか」についても、参考にはしたいと思う

が、ＫＰＩとしては、伊賀市全域のほうを採用させていただきたいと考えている。 

（副会長） 

「まちかど博物館」を伊賀市全域でやっている。そういうものも使ってはどうか

と提案する。 

（委員） 

２－３－②「上下水道」で、ＫＰＩが「取水施設統合進捗率」とあるが、安全で

おいしい飲み水と美しい水環境を守るというところからいうと、家で蛇口をひねっ

て、おいしい水を得られることだと思うのだが、施設が良くても水道管が破損する

など色々なことが起こるとおいしい水が飲めない。この指標は本当にこれで良いの

か。 

（委員） 

同じく生活環境２－２－①「環境保全」で「河川ＢＯＤの測定値」とあるが、こ

れは河川の汚れなどは、ＢＯＤだけを調べるのか。捕捉方法で、「市内河川 18 地点

で年４回水質検査を行っており、その中で８地点のＢＯＤ測定値」ということで数

値が出ているが、一番右に「指標の対象となる河川の１地点において環境基準を超

過する」とあり、この１地点だけは環境基準をオーバーしていたということかと思

うが、それがどこの場所かは公表されているのか。 

（水道部） 

２－３－②の上下水道の指標についての質問について、当初、この指標を有収率

という形で表した。この有収率についても、水道の安心・安全に結びつく要素とし

ては多い部分がある。ただ、市民の皆さんに、この内容について理解していただき
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にくい部分もあり、また、そういうご指摘も受けた部分もあるので、今回この取水

施設統合進捗率という形にしている。取水施設統合進捗率とは、現在、市内各所に

浄水場や多くの取水場を有しているが、水量・水質が安定していない、あるいは施

設が老朽化しているなど、色々な問題をそれぞれの施設で抱えている。そのような

個々の状況を見て、必要に応じてそれらを統合し、現在、ゆめが丘に一番大きな浄

水場があり、そこから取水施設に水を送ることによって、安定した水の供給に繋が

る。また、ゆめが丘を中心とする施設については、耐震化の面においても優れたも

のであり、そういった面でも有利になる部分があるので、このＫＰＩを設定させて

いただいた。 

（人権生活環境部） 

検査項目は２０数項目あるが、ＢＯＤだけを公表している。ＢＯＤの基準値をホ

ームページ上に掲載している。 

（委員） 

「１地点が環境基準を超えている」というその１地点の場所の特定して公表され

ているのか。 

（人権生活環境部） 

特定して公表している。26年度は、桑町橋でＢＯＤの基準が超えている。 

（会長） 

委員、良いか。 

（委員） 

施設が統合されて良くなると仰っているが、施設が統合されて良くなっても水道

管が老朽化していたら、おいしい水が得られない。そこを指標に入れる必要はない

のかという質問である。 

（水道部） 

水道管そのものも確かに指標に入れる要素であると考える。ただ、水道の施設全

体としては、取水施設、ゆめが丘浄水場からの送水に切り換えることが安定供給に

繋がるという考えがあり、こちらを選択させていただいた。 

（会長） 

統合して給水替えをするということは、古い管を使わずに済むという答えに聞こ

えたが、そういう理解で良いか。 

（水道部） 

古い施設については、それを統合してゆめが丘からの管路に切り換えることで、

古い施設を使わなくて済むということである。 

（会長） 

だから、おいしい水だという説明か。 

（水道部） 

そうである。安定した供給に繋がるということである。 
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（委員） 

今の話は、従来の水道管を使わないということではないのだから、水道管は変わ

らないのではないか。 

（水道部） 

水道管が変わらないということではなく、ゆめが丘からの水道管が、伊賀市が合

併するまでの伊賀全域の水道事業において確立された水道管がある。それは耐震性

を有するしっかりした管がある程度伸びているので、そちらに繋ぎ替える費用は必

要になるが、伊賀市の周辺地域で古い施設が使えなくなった場合に、ゆめが丘から

伸びている管に繋ぎ替えることによって、耐震性のある水道管を利用できるように

なるということである。 

（委員） 

家の前の水道管は、どこの施設から来てもその家の前の水道管を通るので、そこ

が変わらない。50年以上経っている水道管がある。それを言っている。 

（水道部） 

それは、仰るとおりである。 

（委員） 

だから、施設の周りだけが変わるだけで、ほとんどの水道管は変わらない。そこ

を言っている。 

（会長） 

その議論はやめないか。今は指標の話である。 

（委員） 

水道管布設替え事業が計画に盛り込まれているかどうかを確認して、数値がある

のならば、そちらに指標を変えるという話である。 

（水道部） 

伊賀市の水道管の総延長 1,370ｋｍのうち、一般的に耐用年数と言われている 40

年以上を経過した水道管は６％あり、今後ますます増えていく。年間数ｋｍ程度の

水道管の更新事業を行い、古い水道管の濁りに対して洗管作業を進めているが、遅々

として進まない状況で、それを指標として表すと、1,370ｋｍ分の数ｋｍで 0.000幾

つという単位になり、表しづらいところがあって、施設の更新の予定している数を

挙げさせていただいたということである。安全で安心のおいしい水を作るというこ

とでは、残留塩素など色々なことが出てくるが、「原水」という地下水や川の表流水

などが、雨、台風などで濁ることで変化していくので、なかなか目標値を進めるこ

とが難しいところもあり、今回選択をさせていただいたものである。 

（会長） 

これについては、この程度で良いか。 

（委員） 

難しいからといって、指標を変えることはどうかと思った。 
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（会長） 

これについては、もう一度持ち帰って検討して、何らかの指標の出し方を考えて

いただきたいということである。 

（委員） 

ＢＯＤの水質検査で、３ページの捕捉方法「市内河川 18地点で年４回の水質検査

を行っており、その中で環境基準の設定されている８地点のＢＯＤ測定値」の「８

地点」とは、18 地点の中で８地点だけが、環境基準を設定されているということな

のか。 

（人権生活環境部） 

これは、県が類型している河川で、Ａ類型、Ｂ類型とあり、木津川、柘植川、服

部川はＡ類型、久米川はＢ類型になる。この各河川の２か所ずつで取っている８地

点ということで挙げている。 

（委員） 

その８地点は、決まっているのか。 

（人権生活環境部） 

類型の指定された河川である。他の川でも取っているが、それは類型の河川、指

定された河川ではないということである。 

（委員） 

もう１点、資料１の 67ページの基本事業３に「不法投棄をさせない」という基本

事業が入っているが、豊かな自然環境を守るという２－２－①「環境保全」の中で、

川の水質の基準がＯＫだとしても、不法投棄で良く見たらごみだらけというのはい

かがか。67ページの誇れる・選ばれるまちづくりの視点に、「クリーンウォークには

延 500 人近い参加者があり」とあり、多分、私たちの環境保全部会が３分の１ぐら

い入っていると思うが、水質が良くても川を見るとごみだらけということがよくあ

る。指標に、不法投棄のごみの量などを入れることはできないか。 

（人権生活環境部） 

今日は廃棄物の者が来ておらず、先ほどいただいたさくらリサイクルセンターの

指標の件も、問い合わせたところ答えられる者がいないということなので、不法投

棄のごみのことと、リサイクルの指標の件は、担当課から事務局へ答えさせていた

だくという形でお願いしたいと思う。 

（委員） 

今までは１ページずつそれぞれの課題を追ってきたが、こうして一覧表にしたと

きに、指標の数が、例えば３ページ、２－１－①「危機管理」で１項目、２－１－

②「消防・救急」で２項目、２－１－③「事故・犯罪防止」で２項目、２－２－①

「環境保全」が２項目、「一般廃棄物」が１項目。これは、第１次との兼ね合いで１

項目、２項目出ていると思うが、あくまでこの項目ごとに外部から監査させてもら

えれば、それはそれで良いが、例えば、１つの課で２つ課題を抱える、１つの部で
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３つ抱える、１つの部で１つ抱えるなど、行政的に３つずつ挙げようとか、我々が

外部評価するときに、あくまでもこれだけで、課題で評価するので部署は関係ない

とするのか教えていただければと思う。４－２－②「公共交通」は、市内バスと市

内鉄道で、一番分かりやすいが、個々で評価するときに、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄが良いの

か、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅまで行くのか、100点満点にするのか。公共交通として合わ

せて 100点なのか、それとも、個々だとここは 200点で道路は一つの課題で 100点、

という総合点数あるいは平均点を出すのか、そういうところについてどうお考えな

のか、そもそも論で申し訳ないが、教えていただければと思う。 

（事務局） 

成果指標の設定については、施策をまとめているということもあり、一つのとこ

ろをそのまま移行したところ、また一つの施策で複数持っているところもある。前々

回の審議会で、成果指標の数は施策で１個で良いか、複数が良いかという議論があ

ったが、そこは審議会としても意見がまとまっていないと考えている。現段階では、

それぞれの施策を把握するのに何が一番良いかという部分で、部局を跨がずとも１

つの施策で複数の成果指標を設定しているところもある。施策の内容によって、１

個でカバーできる、２つ３つ要るというのが違うところがあるので、現在の状況に

なっていると思っている。評価の話だが、例えば公共交通が 100＋100は 200かとい

う話だが、考え方としては、この２つの成果指標がそれぞれ働くことによって公共

交通を 100 にしていくというイメージなので、成果指標を上乗せというよりは、こ

の２つが進むことによって公共交通という全体の施策の進捗率が上がっていくとい

うイメージである。 

（会長） 

総括的な意見として、次の部分を議論していくうえで参考になる話だったと思う

が、個数については、企画から指示はなく、元局で判断されたという理解で良いか。 

（事務局） 

こちらとしては、１つか２つ程度という話はさせていただいた。 

（委員） 

関連施策、対立施策、並行施策があり、関連施策を 100 にするには、30 のウェイ

トと 70 のウェイトを互いに関連させて、１つのものができる。並行施策は、100 と

100とあって 200だが、割れば２分の１。対立は、こちらもあちらも、双方矛盾して

いるが行政上やらざるをえないというようなことで、そこの考えを、こういう一覧

表にして初めて気がついたので、まとめると何か考え方があるのか。われわれ自身

が。そう思ったので、質問させていただいた。 

（委員） 

４－２－②「公共交通」の指標のところで、「市内バス年間利用者数」の 693,100、

720,000の設定理由だが、「25年の現況値（72万人）を上回ることを目標として掲げ

ているから、25 年実績と同数値を持ってきた」とある。４－２－②の２の継続のと
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ころも同じような書き方をされているが、これは分析されているのか。325万人、72

万人と 32 年度に設定されているが、その数字は 25 年度の実績を持ってきたという

解釈である。この指標設定は、あまりにも単純ではないか。 

（企画振興部） 

バスの目標値の 720,000人とは、仰るとおり平成 25年の実績である。昨年度の実

績は 693,100 人で、現実的には目標値を下回っている。25 年度の実績よりも下回っ

ていることから、27 年度は底の値として、これから上回っていこうということを目

標に掲げ、25 年の実績値の 720,000 という数値に向けて施策を展開しながら、利用

者の向上に繋げていきたいということである。 

（委員） 

減った理由というか、分析をされた結果、72 万や 325 万に到達できるということ

で目標数値になっているのか。少し単純すぎるではないかと思った。 

（企画振興部） 

ここにも書いてあるように、「地域公共交通網形成計画」を昨年度策定し、その中

にも目標数値を掲げている。仰るように、バスについては平成 32 年度に平成 25 年

度現況値 72万人を上回るということを、この交通網形成計画にも掲げている。これ

については、総合計画の目標数値も同じように設定したので、年間バス利用者は毎

年数値として把握をしている。 

 

・資料２（５、６、７、１）説明（事務局） 

（委員） 

審議会の中でも申し上げたが、例えば１－２－①「相談事案調整会議開催回数」、

会議を何回したかは大事なことではあるが、会議の回数よりは、例えばどのぐらい

の事案が解決できたのか、あるいは違う分野のところにどれだけ繋げたかなどの形

でカウントしたほうがより良いのではないかと、確か申し上げたと思うが、いかが

か。 

（会長） 

もうひとかたあるか。 

（委員） 

資料１－２で、若干違うところがある。資料１の 44ページ「障がい者支援」は、

１－２－２になっているが、資料２では１－２－③になっている。これは良いのか。

本来は一緒ではないか。どちらが正解か教えていただきたい。 

資料１の１－２－③「高齢者支援」で、指標が「介護保険認定を受けていない人

の割合」である。介護保険サービスが変更になり、要支援１と２の方がサービスを

受けにくくなる、受けられなくなると言ったほうが良いのかもしれないが、そうい

ったことで、非常に軽度者の方が減っていく。つまりこれは、国が介護予防のため

に要支援１と２をつくったと私は認識しているが、それを地域で支援してもらう、
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つまり、介護保険認定を受けていない人の割合が増えるわけである。地域へ戻して

増えるということに違和感があるのだが、こういうことについてお聞きしたいと思

う。 

（会長） 

お二方のご意見にお答えいただきたい。 

（事務局） 

資料２の先ほどご指摘いただいた番号については、事務局の誤りである。１－２

－②の「生活支援」が１－２－④になる。「障がい者支援」が１－２－②、「高齢者

支援」が１－２－③になるので、訂正をさせていただく。 

（健康福祉部） 

介護認定を受けていない人の割合について、介護認定を受けていただかずに地域

の方に見ていただくとも捉えられるかと思うが、当課としては、介護サービスを受

けたいという方には、まずは介護認定を受けていただき、そのうえで、介護認定を

受けなくても利用できるサービスのみを介護認定期間中利用され、引き続きそうい

うサービスのみを利用するという方について、介護認定を継続せずにチェックリス

トで受けられるサービスを受けていただくというように考えており、介護認定を受

けさせないという考えは持っていない。団塊の世代の方は 65歳を迎えられ、65歳か

ら 70 歳、75 歳と、高齢になるごとに介護認定率は上がるものであり、大体 65～69

歳ならば３％、70～74歳は６％、75～79歳は 14％と、倍、倍で介護認定率が増えて

いるデータもある。団塊の世代の方が 32 年には 70 歳を超えることから、介護認定

率は普通にしていてもどんどん増えていくと考えている。その中で、私どもの事業

を先ほど申し上げたようなやり方でさせていただいて、通常、急激に上がる認定率

を若干抑え気味にさせていただければと、指標を設定させていただいた。数字的に

は本来伸びるであろう数字から大体１％、300人程度の介護認定数の減少を目指した

数値となっている。 

（会長） 

考え方である。もう１つの質問、調整会議開催回数については。 

（事務局） 

答弁できる方が３時過ぎにしか来ないので、来てからお答えいただきたいと思う。 

（会長） 

委員の質問に対する答えとしては、誠実にお答えくださったと思うが、懸念箇所

は、認定を受けていない人の割合を増やすために、認定をしないような抑制効果が

働くのではないかということである。そういうことは決してないという見地をいた

だきたかったということが、委員のお気持ちだと思う。よく覚えておいていただき

たい。数字を上げるために窓口での認定と指導を厳しくしてしまうことは、一般的

によく見受けられることだからである。そういうことはないという話ではなかった

ので、必ず持ち帰って説得力ある答えを出していただきたい。この指数に関しては
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変えろという話にはなっていない。 

（委員） 

指標の１－２－②「生活支援課職員配置」だが、現状値１で目標値２、このよう

なものが指標になりうるのか。トップが１人増やせば良い話なので、少なくとも総

合計画の指標としては他のものを挙げたほうが良い気がする。この辺りは、委員の

お知恵をお借りしたいところである。 

それから、芭蕉祭の俳句の応募数、数字が間違っていないか。６－２－①の２番

め、現状値が 35,567になっているが、既に平成 27年の段階で 38,141を達成してい

るし、第１期の目標値よりも低い数値が今回新しい数字になっている気がする。参

考までに、平成 28年度、つまり第１次再生計画で既に４万人を目標にしていて、４

万人を達成している年もあり、いくら何でも第１次再生計画よりも低い目標値を第

２次再生計画に掲げるのはまずいのではないか。もしこれを掲げるとすると、これ

まで達成できなかった、あるいは上がったり下がったりするところへの何か分析な

り反省なりがあって、もう１回この数値を設定してあるのかどうかというところを

お伺いしたい。 

（企画振興部） 

芭蕉祭の献詠俳句については、確かに第１次再生計画のときに平成 25年の現在値

が 34,355句であった。28年の目標値が４万点ということである。この数値の内訳だ

が。 

（委員） 

内訳は要らない。数が合っていないし、今回の数字が前にあったよりも少ないと

いう話である。 

（企画振興部） 

現状値がまだ４万件に達していないことから、現実的な数値として 37,500。現在

は 35,567 であるので、５年後の 37,500 に毎年 400 句伸ばしていきたいということ

である。 

（委員） 

平成 26年度は、40,000を超えている。 

（企画振興部） 

超えていないと思う。 

（委員） 

いただいている資料では超えている。 

（企画振興部） 

この俳句の投句数は、一般の部、テーマの部、児童・生徒の部、と３つに分かれ

ている。平成 27 年の 35,567 という数値は、一般の部と児童・生徒の部の合計であ

り、テーマの部は除いてある。第１次再生計画のときも同じ考え方であるので、こ

のような数値になった。全部入れると平成 27年度は 37,163になり、2,000句ほど多
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くなるので、取り方の問題だと思うのだが、前回は一般の部と児童・生徒の部を合

わせた数値目標にしてあったので、今回も同じような数値目標にしたということで

ある。 

（委員） 

先ほど、１－２－④で、もう少し何か他の指標があるのではないかというお話だ

った。これは「生活困窮者」と書いてあるが、生活困窮者とは、実は関係性を失っ

た方という意味である。その結果、生活困窮の状態に陥って、結果として経済的な

困窮に繋がっていくと理解するべきだと思う。その意味で、例えば就労に繋がった

人や社会参加に繋がった人、または他に繋がった人という形で数をカウントしたほ

うが、正しい数字が出ると思う。 

（会長） 

（担当がいないので）これも後ほどに回すこととする。 

（委員） 

「計画の推進」の７－１－①「地域内分権」。この地域内分権とは、私の取り方が

間違っているかもしれないが、１と２と番号が分かれているが、どちらもアンケー

トがどうこうということである。地域内分権という意味とこのアンケートが、もう

一つピンと来ない。私が思っている分権という意味は、その地域にある種の権限を

与えるということではないかと思うのだが、アンケートをただ取るだけの地域内分

権という意味が分からない。行政としてはどのようなお考えか。 

（会長） 

これについては、委員からも意見はないか。当事者の意見も大事だと思う。市民

の市政への参画意識をアンケートで聞く、市民の住民自治協議会の取組内容の認知

度と２つあるが、委員は、市民の市政への参加意識を知るということは、地域内分

権の進捗を図る上で妥当な指標かという疑問をお出しになった。 

（委員） 

参加意識とあり、参加したかどうかではないので、測りようがない。だから、こ

のアンケートになってしまったかと思うが、ちょっと分からない。 

（会長） 

これについては、後ほど担当課からこれが妥当だという説明をいただきたいと思

う。 

（事務局） 

地域内分権については、７の分野は今回新規の指標設定である。今後取り組む具

体的な施策として、自治基本条例の周知・啓発と連携協働によるまちづくりの推進

がここの事業として挙げてある。仰るように、市民がどれだけ知っているか、また

市民がまちづくりにどれだけ参画していただけるかを事業で拾っていくことはなか

なか難しいところもあり、また住民自治協議会の取り組み具合についても、市民の

中には、住民自治協議会が一体どのような活動をしているか良く分からないという
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意見もあるので、今の段階では、この２つの指標でアンケートを中心に設定させて

いただいたというところである。 

（委員） 

これは、伊賀市のまちづくりアンケートで、その下に住民自治協議会の取り組み

について書いてあるが、住民自治協議会がどのような取り組みをしているかという

指標のほうが参加しているかどうか良く分かると思う。伊賀市のまちづくりアンケ

ートと少し変わってくるかもしれないが。 

（事務局） 

伊賀市のまちづくりアンケートは、色々な分野をまとめて聞かせていただいてい

るところもある。その中で、まちづくり、市民の参加意識の部分で、特に伊賀市の

伊賀流自治の基本となっている住民自治協議会の取り組み自体を、まず「住民自治

協議会を知っていますか」というところから聞いている。ただ、色々な設問の中で

聞いているので、ご質問いただいた趣旨で「こういうことをやっている」というこ

とは、なかなか調査票の中では書き切れないということもあるので、現在の状況で

は、そういう取り方しかできないと考えている。 

（会長） 

ここに挙がっているものは、あくまでも再生計画、総合計画のモデル指標なので、

これ以外は取らないという意味ではないと、私は理解している。ただ、各事業部分

において、この指標以外に補助指標あるいは追加指標をそれぞれ把握しておられる

必要があり、その中で担当部局としては「これを一番に出したい」というものを出

してくださっていると理解しているので、この２つの指標以外は何もデータ的な評

価をされていないということはないようにお願いしたい。私は幾つかの自治体の総

合計画に携わっているが、例えば高齢者福祉でモデル指標が２つ出ている場合、補

助指標は 10個ぐらい持っていることが普通である。そういう評価指標をお持ちいた

だくことは当然だが、今後総合計画審議会が中間評価を行う作業をするので、その

ときにはお出しいただくよう前もって申し上げておく。今後のためにお互いに取り

決めしておきたいと思う。今日出た意見も参考にして、補助指標を開発していただ

きたい。 

（委員） 

１－３－①「子育て・少子化対策」の新規指標で「若年世代未婚率」とあるが、

これは国勢調査でしかデータが取れないのであれば、平成 32年度に数値を確認する

ことは難しいかと思うが、どうか。それと、20～39 歳というくくりが良いのかどう

かと、これをやってしまうと、結婚しないと子どもを産んではいけないような感じ

で人権的に取られる人もいるので、別の指標があれば考えたほうが良いし、いずれ

にせよ国勢調査を捕捉方法にするのであれば、この目標値が出るのは３年後なので、

総合計画のマネジメントシステムには合わない気がする。 

（会長） 
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１－３－①も、まだご到着ではないか。 

（事務局） 

併せて後ほど回答する。 

（委員） 

１－２－⑤「社会福祉・地域福祉」、資料１の 52 ページ。ここのＫＰＩに「地域

予防対応力」というものが入っている。これは、本年度中に数値化することになっ

ているようだが、何か具体的な数値化に向けて、このようなことをしていく、とい

うことがあれば教えていただきたい。もう一つのテーマ「地域福祉ネットワーク会

議設置数」、これは大事なものだが、住民自治協議会単位なので非常に広範囲のもの

である。本来、これだけのものを数字で取り扱うような問題はそう簡単に起こらな

いので、普段から各地域での地域会議といったもののほうが、私たちには実は大事

で、これがたとえすべて設置できたからといって、それでもう良いというわけには

いかないし、本当はその地域でのそういった会議の充実が大事なのではないか。そ

れを指標にうまく盛り込めれば良いと思っている。 

（会長） 

これについても、まだご到着ではない。 

（委員） 

１－２－⑤の「地域福祉ネットワーク会議設置数」は、実は私どもが進めている

ので、分かる範囲でお答えする。地域福祉ネットワーク会議を作っていこうと住民

自治協議会単位で働きかけをしている。27 年度末では 18 だが、今年度は 20 幾つに

なっている。できたからといってそれで良しではないのは、全くそのとおりである。

それから、「地域会議」。自治会単位で地域の中で起こっている問題を話し合って、

主体的に解決していこうということが非常に大事である。そこから先に作って、後

から地域福祉ネットワーク会議ができてくるというパターンもある。その一つの指

標として、地域福祉ネットワーク会議が挙げられていることについては、私として

は妥当である。ただし、その背景として、地域会議がどれぐらいされていたかとい

う数字もきちんと把握しているという形で、対応が可能であろうと思っている。 

（会長） 

今のご示唆は、ネットワーク会議の設置数だけではなく、中身の伴った会議の回

数も補助指標としてきちんと押さえてください、という意味になってくるので、そ

のデータもきちんと把握してくださるようお願いしたい。担当はいつ頃来るか。 

（事務局） 

もし間に合わないようであれば、後日報告をさせていただく。 

（委員） 

地域予防対応力の指標についても若干かかわりがあるので、分かる範囲でお答え

する。実は、地域福祉計画の第３次計画が作られて動き始める。その地域福祉計画

の中に、ご覧のような指標が既に盛り込まれて、データとして出されている。これ
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を一つの指標として、伊賀市の地域福祉の推進を図っていこうという合意の下に、

これを出されていると思っている。今後、継続的に見ていくことで、地域福祉水準

もどう変わっていくのかということが見られるのだという考え方である。 

 

（２）今後のスケジュールについて 

・資料３説明（事務局） 

（会長） 

タウンミーティングの日程は、前回の審議会で確定している。副会長と私が出る

ことが可能な日となった。次回の審議会は、12 月 19 日から 21 日というご提起があ

ったので、皆さんにお諮りする。私は、19日は予定があり、20日は午後遅目ならば

可能である。21日は大丈夫である。 

（事務局） 

では、仮で 12 月 21 日の午後２時でお願いしたいと思う。場所等については、改

めてご案内をさせていただく。 

 

（会長） 

資料１および資料２に基づいて、施策番号の２、３、４、５、６、７のＫＰＩの

意見交換は終わり、残るは１のみである。質問、意見交換をしたい事項が残ってい

るが、その前に一つ、お詫び申し上げる。時間の配分の点で、できるだけ答弁を短

くしてほしいという気持ちがあり、水道の件に関して、ご答弁と質問者の意見がか

み合っていなかったので、一旦議論を打ち切って私が整理しようと思ったのだが、

双方に対して失礼なことをしたと反省している。趣旨は、意見はお互いに理解をし

て、かみ合ったものにしてほしい。より良い指標はどうすれば出るのかという答え

を出してほしい。一度議論を整理しましょうという意味で申し上げたので、お気を

悪くなさらぬようお願いしたい。今申し上げたような趣旨なので、私から漏れ落ち

がないかどうか確認する。一つ目は、１－２－②「生活支援」、実は１－２－④だが、

生活支援課の職員配置が現状値が１名を２名にというのは、むしろ行政の裁量権の

範囲内の問題であって、総合計画に挙げるべき問題だろうかという疑問が出た。雇

おうと思ったら雇えるものを「市民と一緒に努力しましょう」という団体意思の表

明として出すことはいかがかというご意見である。それから二つ目が、１－３－①

「子育て・少子化対策」で、若年世代の未婚率を上げることは、子育て・少子化の

ＫＰＩとして本当に妥当なのか。しかも、これは国勢調査の結果が出ていないと出

てこない率ではないのか。このような数字を挙げることの趣旨は何なのか。あとは、

相談事案の調整会議の開催回数を単純に挙げることは、ＫＰＩとして本当に妥当な

のか。これは、前回の審議会でも議論したが、それを何回も出す趣旨は何か、とい

うことである。その三つ、お答えいただけるか。 

（健康福祉部） 
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最初の１－２－②「生活支援」で、行政の職員の数を指標にするのはいかがかと

いうことであるが、仰ることは分からなくもないが、実際、育成がなかなか難しく、

配置がうまくいっていないところがその中に含まれていると思っていただきたいの

だが、行政の職員の採用の仕方も、なかなかその方向に向いていないところで、計

画の内容のほうでもご意見をいただいて、「人材」ということも仰っていただいたと

ころも踏まえて、ここで２人が良いのかどうかは別として、方向として総計の中で

も言い続けていかなければならないという意味合いである。 

二番目の子育ての関係のことだが、まち・ひと・しごと総合戦略の中で、同じよ

うなデータが示されている。それを元に作っており、「未婚率」という言葉がいけな

いということであれば少し考えなければいけないとは思うが、ここから引っ張って

きて整合させるということで、この指標にしている。 

相談体制だが、解決に結びついたという部分が、何をして解決になるのか明確で

ない面があり、すっきり終わることがなかなかなく、継続していることが結構ある

中で、それが指標という形で本当に良いのかというところだと思うが、一旦は緩解

状態になったとしても、また色々発生することは当然あり、相談件数としては、ト

ータルで引き継いでいるものについては引き継いでいるということで、一定期間の

中での１件になってくると思うが、私どもとしては、アウトリーチを進めていく中

で、たくさん相談していただくことが掘り起こしに繋がっているという意味で、こ

の指標にさせていただくということである。 

（会長） 

ご納得いただけるか。 

（委員） 

納得しない。職員の数が、例えば 50人から 100人であれば、ある程度指標になり

うるかと思うが、１人から２人が指標になるかということが、まずある。 

子育てのところは、まち・ひと・しごとづくりのＫＰＩでフォローすれば良い話

で、今回の総合計画では平成 32年度が目標年次だが、その年次に国勢調査が行われ

たとして、評価ができるのが２、３年あとで、総合計画のマネジメントシステムに

は全く合っていないので、別の指標にするべきである。先ほど申し上げなかったが、

前回掲げていながら非常に低い評価のところがまだ積み残してあるので、そういう

ところから取られたほうが良いのではないかと思う。 

（委員） 

相談事案調整会議の開催回数に関しては、解決できた件数をカウントすることは、

確かに難しいと思う。ただし、どういう所に繋いだかという数であれば、即ち点数

化である。解決に携わっていただいた人数などはどうか。同じような観点から、そ

の下の社会福祉士の設置数を上げたいという希望は、非常に良く分かる。人材の確

保が非常に困難な状況の中で。しかし、就労に繋がった人、社会参加をした人、あ

るいは他機関に繋いだ数などの形でカウントしたほうが、むしろ生活困窮者の実態
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をしっかりと把握できるのではないか。 

（健康福祉部） 

当然、これだけだとは思っていない。仰っていただいたことも検討して最大のフ

ォローができればと思っているので、社会福祉士の数や相談の部分に関してはもう

少し共通のものも考えられると思う。生活困窮に関しても、確かにその数が増えた

から手厚くはなると思うが、もっと違う指標も考えられないことはないと思う。少

し考えさせていただければと思う。 

（会長） 

以上でＫＰＩの審議を終えたいと思うが、よいか。今日出た意見の中で、「それは

そうだ」ということで「持ち帰って検討する」という項目もあったが、行政当局側

もこちらも納得が全く行ってないという、両方ペンディングのものも幾つか見受け

られる。両方とも納得しないことは、やはりペンディングとなる。持ち帰って再検

討して、事務局に回答を出していただきたい。件数はさほど多くはないが、非常に

大事な項目にかかわる内容ばかりだと思う。今日の会議で確認しておいたほうが良

いと思うことは、委員からのご提起で再認識したが、かつて４項目とか３項目あっ

たものが、２項目、１項目に減ったのは、どういう理由なのか、説明が欲しかった

が、できるだけ２項目程度にという行政指導があったように仰っていたので、皆様

方に責任があるとは言えないと思い、我々からは議論を俎上に載せることは遠慮し

た。ただ、「なぜこれにしたのか」という問いかけをされる委員が何人かいたのは、

それを反映していると思っていただきたい。このストレスを今後解消する方法とし

て、総計で採用されている指標のみが政策評価の指標ではないということを確認し

た。これを代表として、私たちは中間評価もするし、公表されることも義務づけら

れると理解するが、多くの自治体も、一般的な流れとして、一つの指標だけでその

部門の政策が評価できるものとは到底言えない。従って、担当部局としては、本当

は 10 か 20 の業務日報、業務月報、年報等を整理する中で、評価指標に繋がるデー

タを把握する努力は当然している。その中から「これこそ評価するべき指標ではな

いか」というものを、次々と原局から提案してくださる積極性を期待したいという

ことを申し上げた。あえて挑戦的に言うと、「それぐらいのデータを持っていて当た

り前だろう」と言っているのである。それが今日の計画行政を受けて立つ行政の基

本だと思う。データ装備をしたうえで、これから総合計画審議会等に対応してくだ

さるようお願いしたいと思う。 

 

５ その他 

（会長） 

以上で、審議事項はすべて終了した。これまでの審議全体として、委員の皆様か

ら、まだ言いたいことがあれば。 

（委員） 
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第２次再生計画の中間案として前回いただいた資料１－１の 27 ページで、「ＰＤ

ＣＡサイクルの改善としてまちづくりアンケートの見直し」で「これまでは政策ご

とに行っていた伊賀市まちづくりアンケートを施策単位で実施します」とある。政

策単位のときは、６つないし７つでアンケートを取ったが、今度は施策単位でアン

ケートを取るということは、この 50の施策全部アンケートを取るという意味か。抜

粋して何個かを取るのか。また、質問する内容は、前回と同じような形で取るのか、

新たにまた取り方を変えるのか。 

（事務局） 

これまでのアンケートは、第１次再生計画の政策単位で 28の質問を中心に聞いて

いるが、今回の第２次再生計画については、もう少し分かりやすいキーワードを作

っているので、政策は少しぼんやりしたイメージだが、施策になるともう少し具体

的なイメージを市民の皆さんにも持っていただけるかということで、47 の施策につ

いてはそれぞれ聞かせていただくことを考えている。ただ、これまで継続して聞い

ている定住意識や総合計画の認知度など、まちづくりの参加意識は、引き続きあわ

せて聞かせていただくことを考えている。 

（会長） 

よろしいか。それでは、これをもって審議会を終了したいと思う。 

本日はご協力ありがとうございました。行政の方もお疲れさまでした。 

（事務局） 

ありがとうございました。 

 

（１５時４５分終了） 

 

 

 


