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第１０回伊賀市総合計画審議会 議事録 

 

開催日時 平成 28年 12月 21日（水）14:00～17:00 

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） 

 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） 

 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） 

 藤澤 侑三（公募委員） 

 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  川口 裕司（公募委員） 

 中川 幾郎（帝塚山大学 名誉教授） 

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）第２次再生計画中間案パブリックコメント・タウンミーティング等の結果につ

いて 

（２）第２次再生計画中間案からの修正について 

（３）今後のスケジュールについて 

４ その他 

議事概要 １ あいさつ 

（副会長） 

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。会長が

体調不良ということで、私が代役を務めるのでみなさまのご協力をお願いしたい。 

前回の審議会から２か月ほど経ったが、その間にパブリックコメントやタウンミ

ーティングがあり、たくさんの意見を頂戴した。11 月には市長選があった。それら

を踏まえて、最終案の策定となる。よろしくお願いしたい。 

 

・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 

・清水委員推薦団体の委員任期満了に伴い、現在後任委員の選出を依頼中の旨、
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報告 

 

２ 議事録署名人の指名について 

（副会長） 

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、議事録署名人の指名につい

て、私のほうから、西口委員、永井委員を指名させていただく。よろしくお願いし

たい。 

 

３ 審議事項 

（１）第２次再生計画中間案パブリックコメント・タウンミーティング等の結果につ

いて 

・資料１～６説明（事務局） 

（副会長） 

タウンミーティング、パブリックコメントの修正を資料１へ落とし込んでいただ

いた。ここのところで、質問および意見があればお願いしたい。 

（委員） 

ちょっと字が切れている。資料２の通番６「対応方針」の「将来展望としては、

地域の生活課題はその地域が主体となって……あ」で止まっている。そのあとはど

うなっているか。 

（事務局） 

今から確認したい。 

（委員） 

これに関連してだが、このときの意見は、地域福祉コーディネーターということ

ではなく、たしか行政の担当の方が地域に張り付いて、コーディネーターとして機

能していただきたいという旨の意見だったのではないかと思う。修正方針に、地域

福祉コーディネーターが中心に書かれていてもよいのかと思った。 

（事務局） 

外部評価からの意見であるので、外部評価の会議の確認を取るようにする。 

 

（委員） 

いくつかあるが、１つは福祉の話で、資料５の一般の方からのパブリックコメン

トの９、10 辺りだが、確かに「障害者差別解消法について「一切」触れられていな

い」ということである。回答では、分野別計画の「伊賀市障がい者福祉計画」の中

で基本理念として入れているので修正しないという話なのだが、この計画は、いつ

頃作られたものか。差別解消法はこの春からの施行で、地方公共団体はこれをやら

ないといけないというところまで書き込んであったと思うが、それが確実に反映さ
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れているのかどうかを確認したい。もし、少し前に作られた計画で、差別解消法や

国連の条約の話が正確に反映されていないとすると、一言二言盛り込んだ方がよい。 

それからもう一つは資料２の「放課後子ども教室」が生涯学習に入っていてよい

のかどうかというところで、「対応します」となっているが、結局これは、青少年育

成のところに「放課後子ども教室」という言葉を使わないで入れたということか。「子

どもの居場所」という形に丸め込まれていて、「放課後子ども教室」という言葉が抜

け落ちてしまっている。私の発言としては、1-3-1の子育て支援のことも含め、全般

的に何か子どもを守るような話を横軸として打ち出さないと、人口ビジョンの話な

ども持たない。1-3-1 と 5-3-1、5-3-2、5-4-1、5-4-2 をもう１回きちんと見て、漏

れがないか、言葉の使い方や抜けている政策がないかを、福祉部局と教育委員会部

局で、学校教育と生涯教育のところを見ていただけたらと思う。「子どもの居場所づ

くり」というざっくりとした言い方になってしまい、施策が後退するように見受け

られたことが気になった。 

もう１点は、片仮名言葉が非常に気になった。最後の用語解説はこの形になるか。

初出ページで並べられても使いにくい。あいうえお順にして、書いてあるページを

全部網羅しないと使いにくい。並べ方を変えていただきたい。この用語解説と本文

との関係だが、片仮名言葉を使うときに、幾つかのパターンがある。一番望ましい

のが、日本語で何かを説明して、そのあと括弧の中に片仮名を入れている。つまり、

片仮名を入れないと、他の法律などに合わない言い方の場合、まずは括弧抜きで読

んでもらうように日本語で説明して、括弧の中に片仮名が入って、それを用語解説

で出しているものならばまだよい。けれども、そうではなくて、いきなり片仮名で、

用語解説をつけているからよいだろうというような記述が、特に７章に目立つ。７

章は広聴広報や行財政のところなので、例えばネーミングライツ、クラウドファン

ディング、ボーダーレス、人口ダム、アクセシビリティ、メディアなど、片仮名が

先に出ていて、「あとは用語解説を見よ」という態度なので丁寧に見直したい。 

（副会長） 

今、資料が配られたので、まず、これを解決したい。 

（事務局） 

先ほどご指摘の最後の１行は、「取り組むようになることであり、55ページに記載

しています」で終わっている。 

（副会長） 

こちらはこれでということで。あとは確認事項になるか。 

（事務局） 

担当がいるので、確認させていただく。 

（副会長） 

では、委員のご意見にお答えいただきたい。 

（事務局） 
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障がい福祉計画については、恐らく法律改正前に作っているので、おっしゃる内

容になっているかを確認する必要がある。再生計画の本文に記述がないので、包含

したような表現が欲しいと考えているので、障がい福祉計画の記述等を見ながら、

必要であれば加えるようにしたい。 

子どもの居場所については、青少年育成のところに教育委員会の方で広げてはい

るが、おっしゃるように少し見えないと考えている。横串の話については、審議事

項の（２）にある「横断的な取り組み」の中で「子どもは宝」のプロジェクトを考

えている。 

用語解説が 171 ページに入っているが、最終的には本文の中に溶け込ませ、ペー

ジの一番下に説明が入っていくという計画書の体裁にしていく予定をしている。 

（委員） 

分かった。その方がよい。 

 

（委員） 

ＫＰＩの中で、交通安全教育の参加者が 50 何名という指標があったのだが、10

万人の市民がいて 100名や 50名でＫＰＩにしてよいのか。66ページの交通安全教室

への参加者数が、現状値が 51 名で目標値が 70 名となっている。行政としてやる以

上、レベルの高い数値の方がと少し疑問を感じた。後半にも 100 名などというもの

がある。 

もう１点は、109ページだが、この指標は正しいのか。加入者数を目標とするとい

うことは、最終的に市民全員 10万人が入らないといけないことになる。例えば関西

線複線電化の協議会について、参加者数、要するに加入者数を求めようとしたとき

に、やはり今は 20 だけれども 60 にしよう、80 にしようなどという話ではなく、要

するに何をするかが大事であり、加入者数を指標にしてよいのかどうかということ

である。 

もう一つ、これは伊賀市が事務局をしている団体なのか。例えば、実際に会費を

取っていたりしているとおかしい。伊賀市が全部お金を出していて、会員を増やそ

うということは賛成だが、その辺もあると思う。どのような運営の中で会員を増や

そうとしているのか。良い悪いではなく、伊賀市の関係する会で、他のところも全

部会員数を増加させたらよいということが出てくるのでいかがかと思う。 

（委員） 

人権同和教育研究協議会の会員を増やしたらという話だと思うが、本来、合併す

る前に各市町の同研があって、合併したときに一つにしていこうという流れがあっ

た。その流れの中で、会費を取っている同研があり、補助金で運営している同研も

あった。今は、市の補助金と会員個人の会費で、各々運営していると思う。運営は

伊賀市同研一つではなく、「伊賀市同研」という名前はあるが、その下に旧上野市な

ら上野同和教育研究協議会、いがまち、阿山や島ヶ原など、「支部」という形で作っ
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てある。構想のときには、一本にしていく中で、いろいろな行事を見直していこう

という約束になっていたが、実際は、市の補助金と個人会費を取ることだけが新た

になって、それ以外は何も変わっていない。だから、会員を増やしていくなどの問

題ではなく、本来やはり伊賀市全体で人権を考えていくものをどうしていくかだと

思っている。同研の数を増やす、増やさないは同研独自の問題であって、伊賀市の

問題ではない。質問されたように、なぜ同研の数が指標になるのか。あくまでも同

研として運営してくうえで、市の補助金がなくなっても個人が出している中で運営

していこうということで始まった事業なので、そういうことを考えたら人数の問題

ではないと思う。 

（事務局） 

成り立ちまでは知らず申し訳なかったが、社会教育分野での人権同和教育の研究

と推進を行っていく中で、協議会に個人や団体が加入することによって輪が広がっ

ていくという考え方がある。いただいたご意見は、同和課に話をさせていただく。 

（副会長） 

委員が前半におっしゃった、ＫＰＩとして例えば 100 未満の数字が、分母的な問

題として少ないのではないかというご質問についてはどうか。 

（事務局） 

講座自体が広くできていないから、このような数字になっているということだと

思う。このあたりの考え方を原課に伝えさせていただき、代わる指標があればよい

し、ない場合についてはなかなか説明し切れないので、少し預からせていただく。 

（委員） 

129 ページを見ると、美術展覧会応募者数 145、165 とある。名張と比べると多い

のか少ないのかは分からないが、なぜ 250 まで行かないのか。応募者数も、10 万人

市民に対して、リーズナブルなものがどこかにあるはずだ。「前回はこうだったから、

これをやろう」ということでは活性化しない。何か手を打てば、もっと伸びるかも

しれない。 

（副会長） 

その辺りを検証していただきたい。 

 

（委員） 

資料１の 53ページ、社会福祉の現状と課題の一番上の最後の部分「民生委員児童

委員の負担軽減に向けた改善が必要です」と書いてあるが、どのようなものが軽減

されるのか教えてほしいと言っても、担当者がおらず棚上げされていた。書いた意

図が何かあるのだろうと思うので、教えていただきたい。 

もう１点、資料１の 61 ページ、「伊賀市災害時要援護者避難支援プラン」の支援

台帳だが、災害時にこれを活用して、避難者の支援に使うということで、非常に大

事な台帳である。それが１年ごとに更新され、民生委員の手元から定例会の 10月 17
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日に返却した。新しい 29年度版が届いたのが一昨日 12月 19日の定例会で、その間

の２か月間は、何も持っていない。その間に災害が起こった場合に、どのように対

応するのか。台帳を使うのであれば、２か月の間、何もない状態で来ている。台帳

の位置づけについては、ただ名前を書いて済むものではないはずである。 

（事務局） 

一つめについては、資料２の２ページ 16番に、医療福祉政策課からの回答がある。

民生委員児童委員が活動しやすい環境整備をするための支援は、行政からの情報提

供が慎重になっている現状があって、市からの情報提供のあり方を明確かつ円滑に

したい。具体的には、高齢者や乳幼児のいる世帯情報を提供するということで、現

在庁内関係課で協議を進めているということである。 

二つめのご質問で２か月がなぜ空白になっているのかは、所管課に聞かないと分

からない部分である。 

（副会長） 

なぜ２か月空いているのかという意味合いよりも、それほど空いていて意味を成

すのかという質問だと思う。 

（委員） 

これは「もっと働け」という意味で、負担軽減ではない。名簿を出すから、もっ

と働けという回答である。負担軽減とは、協力員を増やすなどという話だと思う。 

（委員） 

台帳は新しい次年度版と交換という作業はできないのか。 

（副会長） 

個人情報を持ち出すのか。 

（委員） 

そもそも何の台帳か。避難行動要支援者の台帳か、それとも要援護者の台帳か。

どのように誰に適用するかで、法的な位置づけが変わってくる。 

（委員） 

次の人への引き渡しの部分で遅れる部分もあると思うし、いろいろな状況がある

かと思う。次の担当の人に渡すのと、社協や行政が絡んだ部分と、また別になるの

ではないか。 

（委員） 

いわゆる災害時避難行動要支援者名簿ではなくて、普段から民生児童委員が回る

ようにと言われている名簿の更新が遅れているという意味だったのか。 

（委員） 

それは災害でも使う資料である。 

（委員） 

要援護者台帳である。 

（副会長） 
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確認をお願いしたい。 

（事務局） 

計画の 62ページの基本事業①「災害時要配慮者（要援護者）の支援」の中に「災

害時要援護者名簿を作成し、地域支援者への情報提供を行うことによって」とある

ので、災害時要援護者名簿が２か月滞っているのはなぜかという質問かと思うが、

確認させていただく。 

 

（委員） 

本来、「同和」とは行政用語で、あくまでも当事者にしたら「部落問題」である。

本来の部分だと、この「同和問題」も引っかかる。行政が作るものであるからこの

ままの「同和問題」でよいと思うが、12月 16日に国が公布した「部落差別解消推進

法」という法律は、今回初めて、部落差別というものが日本にあることを認めたう

えで、法律ができた。ここでやっていこうとするものは、それを裏付けてやってい

くと思うが、この法律は恒久法で、差別がなくなるまでこの法律があるわけである。

そういう部分では、どこかにきちんとうたって、それに基づいて教育や相談業務、

実態調査の三つの事業をきちんとやっていくことを明記することが大事ではない

か。今後伊賀市においても、そのことを受けての部分が必要になってくると思う。 

（事務局） 

部落差別解消推進法が、たしか 12月 9日に国会を通って、16日に公布されている。

法律自体は理念法で罰則規定はないが、おっしゃるように、同和問題はその法が今

後はバックボーンになっていくと思う。現状と課題で法が制定されたことを受けて、

基本事業で何か書いていくのかどうか、同和課と協議をさせていただきたい。 

（副会長） 

要調整ということである。 

（事務局） 

先ほどの委員からご意見いただいた要援護者台帳の話だが、担当課に確認させて

いただいた。今年に関してはイレギュラーで、民生委員の改選があったこともあっ

て、返却いただくときと新しくお渡しする時期にタイムラグができていて、確かに

一月以上かかって空白ができてしまっているところがあって、ご迷惑をかけている

と思う。改選とかぶらなければ、同じ理事会で返してもらうタイミングで渡すこと

が可能になる。 

（委員） 

また改選があったら、どうなるのか。 

（副会長） 

そのときに気をつけてもらわないといけない。 

（事務局） 

そういう課題が出てきたということだと思う。 
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（委員） 

委員からＫＰＩの数字の置き方の指摘があったが、それを事務局が直す前提とし

ての意見である。個人的には数字を追いかけることが好きではないが、やはり数字

で表さなければならないものがこのような文書なのだと改めて認識した。数字や比

率を設定する場合、アクティブとパッシブの関係があって、行政がお膳立てするこ

とは、数字でよいと思う。ただ、パッシブの部分で、参加する側に重きを置いた数

字の設定である場合は、これは数量と違うところに視点を置く必要があるのではな

いかという考えもある。一例だが、6-2-1、129 ページ一番下の「文化ホールの入場

者数」は目標値が 20,000になっている。これは、文化ホールの運営者が上げようと

思ったら、人気公演にお金を使ったら簡単に上がる。それでよいのかという話であ

る。本当に目を向けるのはパッシブの部分だから、ここはお客様の満足度を数値に

して欲しかったと思う。つまり、文化的な視点での満足度である。例えば指標の設

定であれば、アンケートの中に満足度を設けて全事業の中で統計を取って、前年と

翌年と今年とを比べる。パッシブの部分は、そういう心の中へ入っていった数字で

ないとなかなかつかみ切れない。利用者の中に入っていかないと、実際には広がら

ない施策は、実はとても多いのではないかと思う。そういう視点で、他の分野も含

めて設定を改める議論をしていただければうれしい。 

（副会長） 

委員は、お客様にアンケート等も取るノウハウも持っていらっしゃるので、十分

可能であろうと。他の分野でも活用していったらどうかという意見であった。 

（事務局） 

以前、会長からも、今回の再生計画に挙げてある成果指標は、あくまでも施策を

つかむ代表的なものであると指摘を受けている。本来事務事業を執行していく中で

は、個別事業ではそれぞれ成果指標があるべきで、ピラミッドの上に乗っているも

のが出ているだけで、各事業でも指標を持っていないといけないと、会長からお話

しいただいた。文化ホールの入場者数は、行政としてはこのような書き方になって

しまうが、例えば指定管理者で取っていただくアンケートから、市の事業にフィー

ドバックさせていただくことはできると思うので、そういう点を重視しながら事業

を執行していくことが事務事業評価や施策評価につながっていく。ご意見について

は大事な視点だと思うので、周知させていただきたい。 

 

（委員） 

資料１の 4-2-1 の道路の指標で、現状値と目標値はほとんど変わらず 26.6％ぐら

いになっているが、これは道の修繕ができないということなのか。毎年、修繕箇所

はたくさん出てくると思うが、「判断し、優先順位をつけて」とあるけれども、要望

が毎年上がってきても、他のひどい所があれば先送りで、いつまでたっても直らな
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い状態にあるということか。お金がなくて直せないという感じか。 

（事務局） 

優先度があるが、家の前の道路が不具合で通れなければ、当然緊急の修繕になる。

年間の優先度は、予算や事業執行のときについてはいるが、その中でも突発的に出

てきた緊急案件については処理されると思う。通常修繕の中では、道路部局が判断

する優先順の中で実施していくことになるかと思う。 

（委員） 

現状値も目標値も同じということは、これぐらいしか直せないということなのか。 

（事務局） 

全体延長が長いので、毎年の予算の範囲内で直していくものでも、４年かけても

これぐらいの率しか上がっていかないということだと思う。 

（委員） 

5-2-1「男女共同参画」で、「審議会等への女性登用率」の目標値が 40.0になって

いる。自分は、女性登用率を上げようということで、ここに入ったと思っている。「住

民自治協議会なども地域活動の分野では女性の参画があまり進んでいない現状で

す」とあるが、選ぶ方法などから女性が入っていくことが難しい状態である。住民

自治協議会などだと、女性の代表者はほとんどいないという状況から、各地区の女

性参加はなかなか難しい。もっと基本のところが直らない限りはできないのかなと

いう感じがある。女性委員の割合を増やすという指標はこれでよいのかどうか。 

（副会長） 

人数の問題かどうかという疑問か。 

（委員） 

これは外部評価を行った。当然この数字を上げるためには、委員会の持ち方、例

えば昼間の時間にやったら、働いている人は来られないということもあった。あと

は、リーダー層、３か年ぐらいかけて人材育成をやっていくような、この数字を達

成するための下支えをする施策に関しても説明を受けた。その指標は、外部評価で

確かめたうえで、指標として挙げるならばこれかという感じの評価だった。数字を

上げるだけならば、名義貸しのようなこともあるので、それだけではないだろう。

実際、この委員会にはたくさん女性に出ていただいていて、皆さんにご発言いただ

いている。参加することでエンパワーメントできるわけで、それを伝えていくこと

も大事な話である。それから、前回から変わっているのは、もう一つアンケートの

指標も取ったことによって、数字の数合わせだけではなくて、意識調査の担保も取

ったということが、今回の改善かと思う。 

 

（委員） 

委員から道路について改良の視点で捉えられたが、私が思うのは、新設という意

味で、新しく道路を造ったときの考え方である。消防署が移転したが、途中で通行



 10 

止めだった。緊急という視点からしても、止めていることが本当によいのだろうか

という視点を持った。あの道路をなぜ封鎖しているのか。いつできるのかと言って

も「分からない」という回答が返ってくる。そうすると、予算がないのかなどと勘

ぐってしまう。新設と改良の視点が少しずれてきているように思う。 

（事務局） 

消防署ができているので、恐らく道路として開通できるものはやっていると思う

が、できない理由があると思う。どのような形であそこが止まっているのかを、一

度確認させていただく。 

（委員） 

あそこまでできているのだから、やるべきだと思う。遠回りしていたら、緊急に

間に合わない。 

 

（委員） 

３ページについて、10 月５日に配布した資料にはイラストが入っていて、とても

分かりやすい。今回配布された物は、味もそっけもない。審議会の答申案について、

あるいは実行ベースで分かりやすいことをしてくれと市民からも言われていて、わ

れわれのテーマでもある。そう言いながら、なぜこれがなくなったのか。 

（事務局） 

イラストが入っているものは、基本構想の概要版を４年前に作り、それをそのま

ま使っていた。資料１の３ページは、中身を少し整理し直しているので、まだ印刷

などのところまで行っていない状態である。最終的には、そういう形で市民にお示

しするつもりでいる。 

（委員） 

全ページにこのようなイラストを入れて、「差別はアウト」など、何か分りやすい

ものにしたらどうか。 

（事務局） 

再生計画全ページまではなかなか難しいが、来年度、各家庭に概要版等を配布す

る。それについて、分かりやすいものができないか検討しているので、ご意見は参

考にさせていただく。 

（副会長） 

  イラスト等もやわらかく使っていくべきというご意見である。 

 

（委員） 

資料１の 69ページ「環境保全」の基本事業③に「不法投棄させない、されない体

制づくり」がある。指標は、ＣＯ２排出量と市内河川環境基準達成率、水質である。

もちろん、不法投棄によって水質も悪化し、悪影響を及ぼすわけであり、絶対許さ

れないことである。監視カメラの設置、不法投棄防止の立て看板などは、要望がな
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ければ立てられないのか。随時立てていただくのか、その辺をお聞きしたい。それ

に伴って、河川の浚渫については、ある部会で県と市の要望をしているが、やはり

きれいな所には、ごみを捨てにくいという人間の心理があって、浚渫の作業に来て

もらいたい。第７回の行政計画報告書の中間報告のところで、浚渫の実施件数が指

標になっている項目があった。その時点で目標の 250％達成となっていたように記憶

しているが、浚渫する場所や距離は規定されているのか。不法投棄をさせないのは、

そこからあたっていかないといけないのではないかと思う。 

（事務局） 

看板の設置要綱までは承知していないので、確認させていただく。河川の浚渫に

ついては、県管理、国管理、市管理とそれぞれの河川管理者が自分たちで組み立て

た予算の中で浚渫していくことが基本となっている。不法投棄防止対策というより

は、防災対策という意味での河川浚渫のウェイトが大きいので、今回の再生計画で

は危機管理の 63ページに河川維持改修事業の中で載せている。河川浚渫については、

伊賀市は水害がここ何年か起こっており、特に１級河川の浚渫については、三重県

がかなり力を入れて浚渫に取り掛かっているのが現状である。大きい河川について

は、おそらく国・県の浚渫になってきて、市の浚渫河川については、かなり小さい

ものになってきているのではないかと思う。 

（委員） 

実は環境保全には、土壌・大気・水質・悪臭・騒音と、それぞれ防止法がある。

伊賀市においてそれが問題になっていないならば、このようなＫＰＩでよいと思う。

しかし、実は土壌汚染、大気汚染、水質汚染、騒音などがあるとなれば、そういう

ものをＫＰＩにしなければいけないと思う。一つ、悪臭防止法について、市内のあ

る所で、車を出たとたん、呼吸できないぐらいのにおいだった。牛舎なのかごみな

のか分からなかったが、集合施設も近くにあり、地域のイメージが非常に落ちる。

悪臭も、本当は環境保全の 2-2-1 か 2-3-1 に、本来方針をきちんとうたっておいた

方が良い。公害関係、環境関係で議論をしていただきたいと思う。 

（事務局） 

においがしたのはわれわれも知っている。ただ、環境問題は、そこの地区との関

係性、事業者との関係性もあるので、一概にどうだと我々も答えることができない

ので、委員会の中で悪臭問題はどうかという話があったということで、現状と課題

の中にも入っていないので、投げかけをさせていただく。 

（委員） 

これはテーマではなかったのでよい。本当は、きちんとサンプル採収して、きち

んとやって、「結果はこうです」と本来はそうあるべきだ。その中で、長期に続いて

いるから、やはりここにあげていこうという議論を、本来環境の関係の方はしてい

ただきたいと思う。 

（副会長） 



 12 

そのようなご意見なので、今後よろしくお願いしたい。 

大体出されたと思うので、いったんこれで閉めさせていただく。 

 

（２）第２次再生計画中間案からの修正について 

・資料１、資料７説明（事務局） 

（副会長） 

横断的に取り組むべきプロジェクト、「ええやん！」プロジェクトが四つ出ている。

ご意見、ご質問を受けたい。 

（委員） 

非常に良いのではないかと思う。今までは、行政の縦割りがかなり弊害であった

り、施策の効率性など、いろいろ課題があったと思う。分野を越えてやっていこう

という観点については、大賛成である。ちなみに、厚生労働省に「『我が事・丸ごと』

地域共生社会実現本部」というものが設置された。「我が事」とは、自分のこととし

て捉えて、いろいろなことをやっていこうということで、「丸ごと」とは、縦割りだ

った施策を、きちんと横に繋いで効率的にやっていこうという意味合いである。そ

ういう動きも国段階からある中で、非常に大事だと思った。ただ、例えば福祉的な

観点からいけば、教育や住宅、就労や文化など、いろいろなところと実はつながっ

ている。そういう観点も少し入れながら、工夫をしていただくとよいのではないか。

もう少し具体的にいうと、例えばごみ屋敷がある。ごみをなくしたらそれでよいの

かというとそうではなく、背景には、本人が社会的に孤立状態に陥った結果、ごみ

屋敷になっていくわけで、もっと地域の中でのつながりを作らなければいけないな

ど、住宅政策だけでは解決できない問題である。そのような支援が必要な状態にな

っている方が、ご自身が持っていらっしゃる能力を逆に地域の中に生かしていける

ような、「エンパワーメント」と呼んでいるが、持っている力を地域で使わせてあげ

るような工夫などの観点も、織り込んでいただけるとよいのではないかと思う。 

（事務局） 

ご意見は聞かせていただく。ただ、市長のマニフェストベースにしているので、

どこまで広げるのかは、少しお許しいただきたいと思う。 

 

（委員） 

一つは、「ひと・まち・しごと創生」を、どこまで本気で捉えてリンクするのか。

これは正直言って国から言われて、つまり半年ぐらいで慌てて全国一斉に作ったも

のだと理解している。正直総合計画に比べると、ほとんど議論もできていない。か

なり乱暴な言葉遣いをしているところもある。自治体によっては、それをベースに

しているところもあり、総合計画を大事にすると割り切っている自治体もある。そ

の点、伊賀の腹のくくり方として、ひと・まち・しごと創生と無理やりにでも結び

つけないといけないのか。それとも、別の選択肢があるのかは、別の判断だと思う。 
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それから、横断的な取り組みあるいは４年間の取り組みは賛成するところだが、

１ページの①に書かれている「毎年の行政マネジメントシステムの中で決定すると

いう方向が適切ではないか」は違うと思う。行政マネジメントシステムは、事務事

業評価に関しては一定の効果はあると思うが、市長マニフェストあるいは市民アン

ケートでの重要度のようなところは、政策レベルあるいは政治的判断が必要なとこ

ろなので、毎年見直すよりは、４年間じっくりという話だと思う。４年間じっくり

取り組むことこそ横断的な話であり、もしここに書いてあるように社会情勢の変化

の対応ということなら、何のためにフォローアップ委員会があるのかという話にな

ると思う。他のほとんどの施策は、マネジメントシステムの中で年度ごとにＰＤＣ

Ａを回していくが、横断的なところは、やはり４年間腹を据え、政策的、政治的に

取り組む課題なので、１ページの①が少し矛盾するような気がする。 

それから、指標のところだが、新たに指標を設けないで、ビジョンのＫＰＩある

いは総合計画の指標を引っ張ってくるということだったが、内容が埋まってくれば

指標が新たに考えられるのではないかという知恵も出るだろう。初めから全く指標

を新しくしないことには抵抗を感じる。具体的な中身が詰まってくれば、もう少し

よい知恵、よい指標も出てくるのではないか。 

（事務局） 

一つめの、まち・ひと・しごと創生総合戦略をどこまで取り組むかという話につ

いて、現在の考え方としては、伊賀市としては総合戦略を現状改定していないが、

そこは無視するわけではなく、あわせて取り組んでいく。具体的には、総合戦略の

つくり方は、総合計画の施策を使って、これらを実現していくという整理をしてい

るので、当然ながら第２次再生計画の施策を使ったら、まち・ひと・しごと創生総

合戦略はこのような形になるということを、見直しをかけようと考えている。一方

で、総合戦略の意味というところでは、当初からは国でも考え方が変わってきてい

て、地方創生とは別に「一億総活躍」が出てきたりする中で、地域がやるべき地方

創生の中身自体も若干変わっている。そういう変化にも対応しながら、計画自体も

ある程度改正をしながら、整合を図っていきたいと思っている。完全に作って終わ

りというようには考えていない。 

二つめの、４年間の重点化という部分についてだが、第１次では「重点プロジェ

クト」という名前をつけていたが、今回議論した中で、「重点」とは何かを改めて考

えたときに、みなさんが考えられる「重点」と言うと恐らく施策ごとの優先順位や

予算ではないかというところから、「横断的な取り組み」という表記をさせていただ

いた。何も４年間重点化しないということではなく、あくまでも表現として重点プ

ロジェクトではなく、横断的な取り組みとして、「『ええやん！』プロジェクト」と

書きたいという意味合いでの表現というところである。 

（委員） 

そこは良いのだが、１番のところではっきり「毎年度行政マネジメントシステム
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の中で決定するという方向が適切ではないか」ということに関して、違うと思うと

いう意見である。意見として聞いていただければ結構である。 

（事務局） 

指標については、おっしゃるとおり、実際に作文してみて、横串を刺した指標が

施策の縦の指標のままでよいのかどうかという課題も出てくると思う。中身を入れ

ていった段階で、もう一度指標は考えさせていただきたい。 

 

（委員） 

この取り組みに期待を込めての意見とさせていただきたいが、資料７の冒頭部分

で、下の方に「連携して取り組む」という「連携」の表現の使いながらも、その目

的や視点を明確に持ってこなかったという一つの振り返りがあることは評価できる

と思う。その視点を大事にして、これからの取り組みの姿勢をしていただきたい。 

もう一つは、委員の意見に全面賛成なのだが、進め方として期待を抱いているこ

とは、これをチャンスと捉えて、この表のトライアングルの中に必ず市民がいるわ

けで、市民をどのように引っ張り出すか。このプロジェクトを動かす際に、そうい

う仕掛けをきちんとすれば成功するのではないかと思う。四つのプロジェクトの項

目については、いろいろな意見があるが、項目を立てることに意義があるのではな

く、それをどのようにまわしていくか、つまり、どのように市民つまり自治協を中

心とした市民の意識を高めて、この舞台に上げていくか。これは皆、行政の方が考

えた取り組みであり、ここに市民自ら考えたテーマが上がってこなければ、意味が

ないと思う。この間のタウンミーティングを傍聴し、口を酸っぱくして言われる方、

特定の方ばかり発言されたりと、いろいろあったが、行政の方は非常に耐えていて、

立派だと思う。つらいだろうと思うが、伊賀市は全国に誇る自治基本条例がある都

市なのだから、タウンミーティングはそれぞれの役割、責務を明確に意識づける場

であってもよいと思う。合併してから 12年たって、自治協が熟成してきたかという

と、まだまだ温度差がある。あのような公の場で意見が出るときは、やはり意識の

高い方の発言もあれば、全然分かっていらっしゃらない方の意見もある。そういう

ときに、行政が対等であるという意識づけをしていかなければ、いつまでたっても

住民は行政がしてくれるものだと思っているのだと思う。ガバナンスの基本視点で

ある。だから、意識を持ってもらう一つの機会になるということで、このプロジェ

クトの動かし方も、どのようにしたら住民が自発的に参加するか。例えば、プロジ

ェクトごとに分科会を設けて、動き出しやすいように、住民がそこのテーブルに乗

って意見が言いやすいような形にしたら、より効果につながるものが出てくるので

はないか。いつまでたっても「やっぱり住民はついてこなかったよね、だめだよね」

で終わったらむなしい。チャンスと捉えて参画したいと思っている。 

（事務局） 

今回の再生計画の一番のポイントであるガバナンスは、それぞれの役割と書いて
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はあるが、動かないと意味がないことは、おっしゃるとおりである。それは、市民

だけではなく、行政内部も同じような話がある。やはり縦割り組織が強く、このよ

うなプロジェクトごとにできないかと、「プロジェクトの推進体制を整え」というと

ころで書いている。市の担う役割として、市として何ができるのかを考えると、や

はり組織だったものが要るかという話もしている。市民の皆さんにご参加いただく

という視点と、市にとってもしっかり横串を刺していくためには、推進体制をしっ

かり整えていかなくてはいけないと思っており、大変ありがたい意見だと思って聞

かせていただいた。 

 

（委員） 

このプロジェクトももちろん大事であり、プロジェクト④「にぎわいを取り戻す」

ということで、菜の花プロジェクトや歴史と文化を活かしたまちづくりももちろん

大事なのだが、田舎の方では農業もできなくなってきていて、１軒１軒だんだん減

ってきて、高齢者だけになってきている。このようなプロジェクトも大事だが、田

舎の方にも目を向けていただき、何かよい方法がないかと思う。本当にこのままで

行くと、田舎は非常に大変なことになってしまう。イノシシやシカばかりになって

しまう。田舎の方にも目を向けていただき、置いてきぼりにならないように、行政

の方も考えていただきたいと思う。 

（副会長） 

プロジェクトの中でも田舎を舞台にしてほしいとお伝えしてよろしいか。 

（委員） 

はい、そうである。 

 

（委員） 

今までの流れで、再生計画において似通った対象や似通った事業があるので、関

連性のあるページは、どこと関連しているかを書いてもらえば助かるという話はし

たと思う。その中で関連性のあるところどうしで横串を通して忍者なら忍者、芭蕉

なら芭蕉で動かれたらどうかという話を申し上げた記憶がある。いま新しく挙がっ

ている「ええやん！」プロジェクトは、要するに、この第２次再生計画とは別物で

項目を挙げて、ＫＰＩを設定させていただくという考えか。それとも、第２次再生

計画の中から、テーマに応じてピックアップしながら、さらに強化するような項目

も加味するものなのか。 

（事務局） 

後者である。 

（委員） 

第２次再生計画から項目を選んで、関連性のあるものを表記するということだと

すると、いま挙げてある、例えば子ども医療費の窓口無料化や体育の向上といった
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辺りは、少し違ったような気がした。そういう意味で、ＫＰＩそのものが一緒なら

ば、再生計画の修正版について横串を通している形になっているのか。要するに、

この再生計画を逸脱していたり、新たに全然違う項目を挙げたということではない

と理解してよいか。参考指標はそれを持ってくるということか。そこの確認だけで

ある。 

（事務局） 

おっしゃるとおり、再生計画の中の話である。指標については、そのまま持って

くるのではなくて、プロジェクト全体で少し勘案されるべきではないかというご意

見だったので、そこは文章ができてくる中で検討させていただきたい。具体的な取

り組みについても、まだコンクリートしたわけではなく、例えば「子どもは伊賀の

宝」という取り組み内容が書いてあるのは、市長のマニフェストに書いてあった取

り組み内容である。１番は「子ども医療費の窓口無料化」と具体的だが、２番は「知

育、徳育、体育の向上」と大きな話になっているので、もう少し分かりやすい事業

名に置き換えていこうと考えている。 

（委員） 

分かった。前言ったことが書かれているか、包含されているのかの確認である。 

（事務局） 

補足させていただくと、これまでの議論の中で、第２次再生計画とはこのような

考え方で、このような施策体系で実現していくのだという整理まではさせていただ

いたという認識である。そういう中で選挙等があり、マニフェストをどのように盛

り込んでいくかという議論もありながら、先ほど委員もおっしゃったように、それ

ぞれの連携するものが、すべてこの「ええやん！」プロジェクトに網羅されている

と認識しているわけではなく、具体的な取り組みの部分はマニフェスト等を引用し

ている部分もあるので、少し整合が取れない部分もあるという認識はしている。場

所の入れ替えや表現方法等も考えながら、このような形の中で分かりやすいように

整理をしていきたい。 

（委員） 

言葉じりで申し訳ないが、「誇れる伊賀」とはあまり使わないのではないか。それ

は周りが言うのであって、自分で言ったらいけないと思う。よくあるのは「輝ける」

などで、既に使われているがそういうものを。自分で「誇れる」と言ってしまうと

終わりだから。 

 

（委員） 

重複するかもしれないが、第２次再生計画にリンクしているという回答だったの

で確認なのだが、例えば、参考資料の例の２番めに、若年世代の未婚率が出ている。

再生計画に載っていないということは、どのようにオーバーラップしていくのかが、

少し気になった。再生計画があって、その横串としてどのように捉えていくかとい
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うことが１点めである。 

２点めは、トライアングルで Plan、Do、See、Action なのだが、市民をどのよう

に巻き込んでいくかという視点である。十分考えていただかないといけないと思っ

たのは、パブリックコメントで応募数が３名 86件である。そうすると、この横串を

どのような形で具体的に落としていくのか。書くことは簡単だと思うのだが、行政

と市民を巻き込むという視点である。「誰かがやってくれる」という市民が多いので、

何でもかんでも「もうこれは行政だ」と「行政が怠慢だからこうなのだ」となる。

これをどのように横串として４年間かけるのか。あるいは、行政マネジメントシス

テムの中でどのようにクリアしていくのか。「言うが易し行うは難し」で、なかなか

メスを入れる形が難しいのではないか。われわれも、意見を言うのではなく、どう

していくかを言う委員会にしていかないといけないと思う。この委員会のメンバー

も、こういうことをやっていこうではないかと、市民を巻き込むのだということを

突っ込んでいかないと、全部行政の事務局へ振っているという感じでは、前へ進ん

でいかないという気がする。この２点を、どのようにお考えか。４年間かけるのは

結構だが、１年の行政マネジメントシステムでどのように捉えていくのか。それか

ら、市長のマニフェストはあってないようなものだから、具体的に誰がどうしてい

くか。そして、市民をどのように巻き込んでいくのか。この辺を安易に考えていく

と、いい案ではあるが、うまく回転していかないのではないかと思っている。 

（事務局） 

一つめの参考指標の考え方、まち・ひととの整合性の計り方の話だが、現在イメ

ージしているところでは、まず分野別計画のＫＰＩを再掲という形で評価していこ

うということが一つである。もう一つは、総合戦略に書いてあって再生計画に書い

ていないＫＰＩを、どのように整理するかである。例えば「子どもは伊賀の宝」の

②「若年世代の未婚率」は、当初は再生計画にも書いていたが、単年度の追跡がで

きないという理由で消したものである。総合戦略には、例えば経済センサスや農林

業センサスなど、１年ごとには出てこない数値などもある。今のイメージではある

が、目標年次の 32年に向かって大きな方向性として考えているというところをにお

わせつつ、４年間をこのようにやっていきたいという、単年度ＰＤＣＡを想定して

いるものではなく、４年間の目標値の定量的なものを掲げるという趣旨で挙げるの

はどうかという提案である。 

（委員） 

それならば、資料１の２ページでは、第２次再生計画が 2020（平成 32）年度まで

出ている。そういうものがあって、ＫＰＩが逸脱したものが出てくるとなると、整

合性が取れないのではないか。横串で未婚率を上げていくことは合わないのではな

いか。この横串は、あくまでも第２次再生計画にリンクしているということなのだ

ろう。この第２次再生計画の大上段であるわけだろう。 

（事務局） 
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大上段というか、第２次再生計画の分野別計画が縦割りとするならば、これを横

向きで捉えるものである。 

（委員） 

それはよく理解している。第２次再生計画のＫＰＩにないものが横串の詳細とし

て出てきていることはよいのか。 

（委員） 

だから、参考で、まち・ひと・しごと創生だということである。 

（事務局） 

総合戦略に書いてある、例えば未婚率などが、再生計画の中で理念的にも考えて

いないということでは決してなくて、そういうものも考えながら再生計画を進めて

いくけれども、あくまでも単年度の進捗管理ＰＤＣＡをやる中で回らないものを、

こちらで参考として載せているということである。 

目指すところは「子どもは伊賀の宝」という目標があるので、それをどのような

形で測定していけるかという方法が、再生計画の中の指標でカバーできるのか、は

たまた、まち・ひと・しごとの指標が良いのかを物差しとして示すことだと思って

いる。 

（委員） 

それは分かるが、ただ、総合計画があって、そういう各論の周りのものがあるの

ではないかという捉え方をした。再生計画にないものが出始めたのは、横串を刺し

ていくときに、どうなのだろうかと思っただけである。 

（委員） 

どうしても、補足のデータを求めることがあると思う。この項目を支えるデータ

が幾つかあると思うので、そういう挙げ方で挙がってくるものは、それはあくまで

数字の話である。それをしないと動かないことも、やはりあると思う。計画書がす

べて網羅しているわけではない。関連する補足項目という形で挙げて、それはあま

りギャランティーされない。でも、未婚率を下げようといわれているときに、ぐっ

と上がってきたらいけないけれども。要するに、参考指標として「こうなるのです

から、これを補足しています」という書き方でよいと思う。 

（委員） 

消したものをここに書くことは、どうなのか。 

（委員） 

１年置きに捕捉できないから、４年間だったら捕捉できるかもしれないというこ

とである。 

（副会長） 

委員の補足というものがあるだろうという考え方について、ご意見はどうか。 

（委員） 

先ほど申し上げたのは、そのことであり。だから、今ある指標だけで固めるので
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はなくて、「もっとこのような指標を取った方がよい」または「もっとここを見ない

と」など、ばらばらのものを寄せ集めても、連携の効果は測れない。合わせてみる

と、合同プロジェクトの回数などの効果が出てくると思うので、それは後で整理す

ればよく、別に一つ二つに限る必要もないのではないかと思う。そこで初めの質問

だが、どのようにそのサイクルを回すかである。ＰＤＣＡをきちんと回して、１年

ごとの事務事業のようにやるならば、指標はかなりやらないといけないが、冒頭申

し上げたように、４年間かけて、つまり行政の単年度主義を少し越えた政策的な判

断でやるのだとしたら、それほどその指標も、１年ごとのＰＤＣＡよりは、もっと

ふわりとした目標等であってもよいのではないかと思う。 

 

（委員） 

委員が後段でおっしゃった市民参加の件についてだが、そこは非常に大事である。

われわれは、いかに市民の皆さんに福祉に参加していただくかということを、ずっ

とこれまでやってきた。その中で思うことは、起こっている問題の背景は何なのか

が分かれば、参加しやすい。背景をきちんと伝えること。それから、もう一つは感

動である。人は、感動したら動く。ですから、問題の背景をきちんと伝えることと、

どのように感動を共有できるか。そういうプラットフォーム、今日のこの場のよう

に、いろいろな立場の人たちがフリーで話し合える場が、きちんと提供されれば、

感動が共有され、問題の背景を深めることができると思う。 

（委員） 

ただ、うまく巻き込んでいただかないといけない。 

（副会長） 

まずはそこが問題である。 

（事務局） 

役割分担の話をいろいろ聞かせていただき、市民参加の手法というところで、自

治基本条例にもあるように、まちづくりの主体は市民の皆さんである。ただ、参加

いただくためには、やはり行政側も情報提供をしっかりやってお伝えしていないこ

とには始まらないという部分が、伊賀市の中でも大きな課題になってきている。そ

ういう中で、まずは知っていただいたうえで、どのように参画いただくか。先ほど

プラットフォームもあったが、まちづくり委員会の部会のようなものの常設化など

の意見を聞いたりしているので、そういう仕組みも要ると個人的には思っている。

委員の皆さんも、横断的な取り組みを進めていく中で「こういうことがあるのでは

ないか」など、いろいろ意見をいただきたいところである。 

ご指摘もあったとおり、まずはこの計画自体を市民の皆さんに分かりやすく作っ

ていこうと考えている。資料７の横断的な取り組みについても、極力分かりやすい

言葉で文章を少なくして、皆さんに分かっていただくようにしようと考えている。

そういうところも含めて「ええやん！」プロジェクトという言葉のほうが、市民の
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皆さんに分かりやすいと考えているところである。 

もう１点は、各施策の市民の意識のところに、まちづくりアンケートの結果をす

べて入れるところを用意している。その中で、市民参画度を取ろうと考えている。

各施策の中に、市民の役割に市民一人ひとりがどういったことをしていくかが書か

れているので、「あなたは、これらについて取り組んだり、何か考えたりしているこ

とがありますか」という設問を盛り込んでいくことによって、それぞれの施策の住

民の参画度の推移が、計画の中で数字として表れてくるのではないかと考えている。 

（委員） 

アンケートのことを言われた。それも一つの手法なのだが、大変もどかしい。や

はり、立ち上げ段階から、プロジェクトを回すために市民の意見が必要なのだとい

う切り口で、「一緒に作りましょう」というテーブルを意識づけしていただきたい。

手法については、少なくともこれだけの頭脳があるわけだから、その辺りをたたき

台にさせてもらったらよいと思う。要は、どれだけ建設的な意見を市民の側から出

していただけるかに尽きると思う。そうでないと、プロジェクトは面白くない、全

くつまらないものになることを懸念している。まず立ち上げ段階がとても大事だと

思う。仕事柄、住民とも接するが、お手本となるような選出方法はいまだにない。

けれども、これだけの頭脳があるので、これを契機に、一つのチャンスと捉えて、

住民を巻き込むためのプロジェクトを成功させましょうという意識でやれればと思

っているので、よろしくお願いしたい。 

 

（委員） 

自治会や自治協議会の組織体制がどのようになっているのか分からなくて質問さ

せていただく。自治会で、例えば回覧という形で回ってくる物がある。あとの情報

は広報である。これに載っていないところも、結構あるかもしれない。なぜ消防署

が新たにできて道ができないのか、誰に聞いても分からない。つまり、情報公開と

やり方をどのようにしていくのか。自治会というものを、どのようにつかまえてい

くのか。どのように行政などが入っていくのか分からないが、固まった自治会をう

まく動かすことができないかと思う。それが、自治協議会というものがあって、各

町の自治会があるのかどうか、組織が分からないので言えないが。「言ってもしかた

ない」「聞いても返ってこない」「これは誰がしているのだろう」という批判や愚痴

が出てくるわけである。町ぐるみでの自治会というものがあるのだから、そこに情

報が発信できないかと。そして、役員、理事たちが回覧で回すなどして、市民を入

れることができないかと思ったりもする。自治会をうまく活用できないかという気

がするのだが、その辺はどうなのか。協議会と自治会がどういう連携をしているの

か。革靴の上から足をかいているぐらい、なかなか浸透しないと思っている。 

（事務局） 

直接担当ではないが、イメージとしては、伊賀市は基本的に地域の窓口は自治協
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になるので、伊賀市からまず住民自治協議会に情報などを出していく。住民自治協

議会によっていろいろあると思うが、恐らくほとんどは区長が区長会部会や運営委

員会などに入っているところが多いと思う。区長が自治協の話や伊賀市の話などを、

運営委員会などで聞いていただいて、自分の区へ帰って、区は組長に区会の中でま

た話をしていくという情報の流れになっていると思う。例えば、どこかの道が悪い、

どこかの何かが壊れているという話も、逆に地区民の皆さんから組長に話が行って、

組長から区長に話が行って、区長が集まった自治協の会合の中でという流れになっ

ていると思う。 

 

（委員） 

合併して 13年たっている。12年か。温度差もある中で、行政の側がきちんとした

説明を怠ってきた。「同じ視点に立とう」ということは、刷り物で出して終わってい

った。要するに、職員が地べたをはって、住民の皆さんとディスカッションをして

きたかということがあるのだろうと思う。期待するといったのは、これをきっかけ

にしたら、そういう仕掛けが再構築できると思う。住民自治協のいろいろな役員の

方には、例えば「原則」という意味すらも、少し難しいと言われる方もいるかもし

れないが、この機会に、行政の対応として「もう対等で一緒のことをやるから、私

たちも物を言います」というぐらいにすべきである。例えば「説明会でいつも文句

ばかり言われているようなものではないですよ」というぐらいの高い意識をお互い

が持てるような形で、行政の中の会合で説明もしていただき、それを切り口にとい

うことも一つの手だと思う。 

（副会長） 

横断的な取り組みについて、ある程度イメージの共有ができたかという感じがす

る。時間が迫ってきたのであとお一方。 

（委員） 

旧郡部から来ているので、そこへ行ったら、皆が文句ばかり言っているというこ

とは、よく分かる。中心市街地活性化という大きな目標があって、中心市街地をど

んどんきれいにしていくのに、端の方はほったらかしではないかという気持ちがず

っと残っている。交通機関にしても、バスは走っているが、多分誰も乗っていない。

道路にしても何にしても、全部後回しという感覚があり、実際そうである。だから、

いろいろなところへ行ったときに、たくさん文句が出てくる。住民自治協議会は結

構頑張っているが、市から依頼される住民自治協議会に下ろされるものが山のよう

にあって、それを全部消化しようと思ったら大変な時間が必要である。回覧を住民

がどれだけ見るかと言えば、家の人誰か１人が見たらチェックして、「もう分かった」

と次のところへ回してしまう。家族が見ない。そういう状態の回覧で、全然住民一

人ひとりには全部入ってこない。こちらから行こうと思ったら、パブリックコメン

トも書けて、インターネットでどんどん入っていくことはできると思うが、向こう
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から来るのを待っているだけでは、生活が普通にできているから関心がないが、何

か言われたときに「えっ、そういうことをしてもらえないのか」という文句が山の

ように出てくる。それで「私たち、そういうことは何も知らない」「何も聞いていな

い」という話ばかりが小さい会議からでもたくさんある。だから、市の方はどんど

ん来てもらって、言葉で説明してもらうのが一番よい。文章では、なかなか中に入

っていかない。 

（副会長） 

市だけではなく、われわれは地域にいろいろ差があることを念頭に置いて、これ

からも審議していきたいと思う。これで、２番目の審議事項を終わらせていただく。 

 

（３）今後のスケジュールについて 

・資料８説明（事務局） 

（事務局） 

会長の予定を聞き、次回の予定を調整させていただく。 

（副会長） 

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。 

本日はお疲れさまでした。 

 

（１７時００分終了） 

 

 

 


