
指摘事項一覧　（第4回審議会以降　全体統合版）

通番
中間

案頁

連番

（古い

順）

施策番号
施策

KEY
種類 指摘内容

対応方針

（修正する場合は「修正する」と

修正しない場合はその理由を記載してください）

事務局コメント等
担当課

1 145 0 全体 ＫＰＩ
１つの項目で指標が２つ、３つのものがあるがどういう基

準か。

第9回審議会回答済 施策の進捗を諮るうえで、必要であ

れば複数の設定を可能としている。
総合政策課

2 ― 146 0 全体 ＫＰＩ

第１次再生計画の成果指標のうち、進展度Ｄについては、

継続して設定すべきと思うが、今回、施策を統合している

のは理解するが、進展度Ｄの成果指標を変えた施策につい

ては、変えた理由はなにか。

以降の意見に含め確認します。 第９回審議会（成果指標検討）指摘

内容を踏まえ、該当する課は以後の

該当する指摘への対応方針に記載し

てください。

第1次再生評

価成果指標D

評価がある課

等

206 20 206 0
求められる

視点
言葉

（１）人口減少の「克服」とは、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。「歯止め」「対応」などの表現に留

めるべきではないか。

修正します。

総合政策課

3

68

～

71

185 0
し尿処理と

下水道

施策の

束ね方

し尿処理と下水道　（2－3－1と2－3－2）

し尿は、廃棄物処理法では「一般廃棄物」ですが、これは

汲み取りが多かった時代の区分です。下水道の普及率が高

く、し尿も生活排水もまとめて浄化センターで処理する今

の状況からすれば、施策区分は「下水道」にまとめた方が

分かりやすいです。

浄化センターの施設は、一般廃棄物のし尿・合併浄

化槽汚泥及び農業集落排水汚泥を処理しているた

め、本市の現状ではこの分類とします。（廃棄物対

策課）

公共下水道及び特定環境保全公共下水道から搬出さ

れる汚泥は産業廃棄物であるため、本市の現状では

この分類とします。（下水道課）

中間案に対しての委員追加意見⇒通

番59に対して再度、委員から意見が

提出されています。下水道課及び廃

棄物対策課で調整し、左記へ対応を

記載してください。

廃棄物対策課

下水道課

4

60

～

63

186 0
危機管理と

消防・救急

施策の

束ね方

危機管理と消防・救急（2－1－1と2－1－2）

　　防災（主に地震）は総合危機管理課の仕事で「危機管

理」、防火と救急は消防総務課の仕事で「消防・救急」と

なっていますが、市民の安全・安心というくくりでいえ

ば、防火も含めた総合防災の対応が求められています。東

日本大震災の教訓を踏まえて制定された「消防団を中核と

した地域防災力の充実強化に関する法律」では、消防団を

中核に住民、自主防災組織、水防団、地方公共団体など総

合的な防災体制を整えるよううたわれています。

市民の安全・安心については、政策２－１「自然災

害や重大な事故などさまざまな事象に備え、安心し

て暮らせるまちづくり」として、危機管理、消防・

救急、事故・犯罪防止の３つの施策で構成していま

す。本市では、消防団組織について、消防組織法に

より市が設置する消防の機関として消防本部が所管

し、消防・救急の施策中に「常備消防体制の強化」

とともに「非常備消防体制の強化」として掲載して

います。また、自主防災組織の所管については、本

年度から消防本部から総合危機管理課へ移管しまし

たが、地域防災活動は、消防団を中核として地域の

自主防災組織等とともに活動いただくことは基本で

あり、連携して取り組んでいます。

今年度、体制を変更したこと、２つの施策を統合す

ると内容等についてもかなり広範囲で、基本事業数

が多くなり他の施策とのバランスや、今後の進行管

理にも影響すると考え、現状どおりとしたい。

中間案に対しての委員追加意見⇒通

番44に対して再度、委員から意見が

提出されています。左記へ対応を記

載してください。

総合危機管理

課

消防救急課

5 66 100
健康

福祉
外部評価

子どもの貧困対策の充実を期待する。 修正します。 外部評価での左記指摘事項に対する

対応方針が、計画のどこに盛り込ま

れているか（どこで読めるか）確認

して下さい。

記載が不十分な場合は、加筆・修正

して下さい。

こども未来課

6 67 100
健康

福祉
外部評価

地域のコーディネーターの評価、自治協とつながった福祉

のネットワークづくり等から将来展望を描いてほしい。

修正しません。

Ｐ54、6行目以降に、地域が抱える生活課題の解決

に向けた協議を行う協議体を自治協単位に設置する

旨を記載しています。

また、Ｐ53、各主体の役割（地域）に地域が主体と

なった課題解決の体制づくりを地域福祉コーディ

ネーターが地域とともに進めること、Ｐ54に協議体

設置支援を地域福祉コーディネーターが行うことを

記載しています。

将来展望としては、地域の生活課題はその地域が主

体となって課題解決に取り組むようになることであ

り、Ｐ55に記載しています。

外部評価での左記指摘事項に対する

対応方針が、計画のどこに盛り込ま

れているか（どこで読めるか）確認

して下さい。

記載が不十分な場合は、加筆・修正

して下さい。 医療福祉政策

課

7 68 100
健康

福祉
外部評価

地域福祉機能の充実のため、認定子ども園対策や地域の空

き施設の活用を考えられたい。

修正しません。

認定子ども園の普及については伊賀市子ども・子育

て支援事業計画に記載しています。また、地域の空

き施設の活用については第３次伊賀市地域福祉計画

に記載をしています。

外部評価での左記指摘事項に対する

対応方針が、計画のどこに盛り込ま

れているか（どこで読めるか）確認

して下さい。

記載が不十分な場合は、加筆・修正

して下さい。

保育幼稚園課

8 37 1 111 健康づくり 役割
市民の役割に「団体」｢医療機関」のことが書けるのではな

いか。

修正します。 中間案反映済 医療福祉政策

課

9
36

37
87 111 健康づくり 言葉

文章が非常に読みづらい。（「てにをは」も間違っていま

すし、「予防」「健康」などの体言止めが一貫していな

修正します。 中間案反映済
健康推進課

10 38 2 112 医療 役割 市民の役割の２つ目に主語が必要。 修正します。 中間案反映済 医療福祉政策

11 42 127 121
福祉総合相

談
ＫＰＩ

相談の開催回数というより、解決できたか、つなげられた

かを見るほうが良い。

修正します。 中間案に対しての委員追加意見⇒左

記へ対応を記載してください。

福祉総合相談

調整課

資料２ 
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通番
中間

案頁

連番

（古い

順）

施策番号
施策

KEY
種類 指摘内容

対応方針

（修正する場合は「修正する」と

修正しない場合はその理由を記載してください）

事務局コメント等
担当課

資料２ 

12 44 88 122 障がい者 ＫＰＩ

「相談件数」となっているが、増えるのと減るのと、どち

らが望ましいのか分からない。相談の結果、解決にいたっ

たかどうかを見る必要があるのでは。就労支援が成功した

件数などは指標にならないか。

修正しません。

様々な媒介によって情報保障に努めていますが、情

報を十分に理解できない、積極的に情報収集できな

い障がいのある人が多数お見えになる中では、相談

支援体制の充実が必要であると考えています。困っ

たときには、「市の相談機関に行けば何とかな

る。」というような身近な存在（機関）になればと

の思いで、「相談件数」を指標としています。

就労支援の成功件数は、確かに一理ありますが、就

職すれば万事解決ではなく、就職後に、職場での仕

事内容であったり、人間関係であったり、または、

家族の中での悩みごとなどが原因で、離職されてし

まう障がいのある人も多数お見えになりますので、

多種多様な相談に対応できる相談体制を築き、就労

等を含め生涯をサポートできる相談支援が大切であ

ると考えています。

※成果指標再点検参照

障がい福祉課

13 48 89 123 高齢者支援 ＫＰＩ

「介護保険認定を受けていない人の割合」は、健康寿命と

似た発想と思われるが、認定のハードルが高すぎるので

は、という懸念もある。地域サロンの拡大など前向きな指

標が考えられないか。

認定調査基準は、全国一律でありハードルが高いと

は考えられないため、修正いたしません。

第９回審議会（成果指標検討）意見

⇒（当日回答）認定調査に基準は、

全国一律であり、現在、６５歳以上

1/5が認定を受けておられます。

ハードルが高いと言う不安は、無い

と考えます。⇒変更するかしない

か、左記へ対応を記載してくださ

い。

介護高齢福祉

課

14 48 128 123 高齢者支援 ＫＰＩ

要支援者は今後は介護サービスが受けにくくなるが、この

指標でよいのか。

修正しません。

介護認定を受けなくても利用できるサービスの充実

に努めており、要支援者（軽度者）が介護サービス

を受けにくくなるということはないため。

第９回審議会（成果指標検討）意見

⇒（当日回答）認定を受けていただ

かないということは考えていない。

実際に認定率は年々上がっている。

⇒変更するかしないか、左記へ対応

を記載してください。

介護高齢福祉

課

15 49 157 123 高齢者支援 基本事業
高齢者支援の基本事業③だけが「（高齢者ではなく）在宅

老人」となっていますが、固有の事業名ですか？

修正します。 中間案に対しての委員追加意見⇒左

記へ対応を記載してください。

介護高齢福祉

課

16 53 186 123 地域福祉 基本事業①

「民生委員が活動しやすい環境を整備するための支援」と

は具体的に何か。

個人情報への配慮もあり、行政からの情報提供が慎

重になっている現状があります。

そのため、市からの情報提供のあり方を明確かつ円

滑にします。具体的には、高齢者や乳児のいる世帯

情報等を提供します。

（現在、庁内関係課で協議を進めています。）

中間案に対しての委員追加意見⇒左

記へ対応を記載してください。

医療福祉政策

課

17 51 90 124 生活支援
誇れる・

選ばれる

「窓口開設について周知、対応」であるが、伊賀市では特

別な相談窓口があるのか？（1－2－1の福祉総合相談でも

生活困窮問題を受け付けているようなので、これのこ

と？）　一般的な生活保護の相談であれば、どこの自治体

にもあるので、「誇れる」ことではない。むしろ基本事業

②に列記されているような、きめ細かな事業を実施してい

る（それを地域やNPOなどと連携して行っている）ことを

誇るべきではないか。

修正します。 中間案反映済

生活支援課

18 50 129 124 生活支援 ＫＰＩ

生活支援員が１人から２人というのは指標として適切なの

か。行政内部の人事の問題ではないのか。

修正します。 第9回審議会（成果指標検討）意見

⇒左記へ対応を記載してください

（審議会で健康福祉部長にご回答い

ただきましたが、会長、委員から指

標を見直すよう後日意見もあり、指

標の変更を検討してください。

生活支援課

19 50 130 124 生活支援 ＫＰＩ

生活困窮者は社会との関係性を失った方であり、就労につ

ながった方や社会につながった方の数を設定するほうが良

い。

修正します。 第９回審議会（成果指標検討）意見

⇒変更するかしないか、変更する場

合は、新指標を左記へ記載してくだ

さい。

生活支援課

20 52 3 125
社会福祉・

地域福祉
施策

医療や福祉の人材の確保について記述する必要がある。

（他の項目にもまたがる横串が理想だが、民生委員の負担

軽減とあわせてとりあえずこの項目に入れ込んでおく）

修正します。 中間案反映済

医療福祉政策

課

21

53

～

55

91 125
社会福祉・

地域福祉
施策

全体の印象として記述が薄い。基本事業④の態勢は、全国

的にも珍しいことから、もっと「現状と課題」や「誇れ

る・選ばれる」に書き込んでよいのではないか。

修正します。 中間案反映済

医療福祉政策

課
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通番
中間

案頁

連番

（古い

順）

施策番号
施策

KEY
種類 指摘内容

対応方針

（修正する場合は「修正する」と

修正しない場合はその理由を記載してください）

事務局コメント等
担当課

資料２ 

22 52 131 125
社会福祉・

地域福祉
ＫＰＩ

ネットワーク会議よりもケア会議のほうが良いのではない

か。設置できれば良いというものでもない。

修正しません。

地域住民が主体となって、地域の生活課題の解決に

向けた検討を行うことは、地域福祉を進める上で重

要なことであるため、「地域福祉ネットワーク会議

設置数」をＫＰＩとしています。

設置後の運営支援等については、地域福祉計画で位

置づけています。

第9回審議会（成果指標検討）意見

⇒左記へ対応を記載してください

（審議会では、平井委員から質問に

対して、指標は妥当ではとの回答

有）

医療福祉政策

課

23 56 92 131
子育て・

少子化
ＫＰＩ

２つ目の指標が「若年世代の未婚率」となっているが、直

接は結びつかない（結婚したカップルが全員、子どもを産

むわけでなく、未婚でも出産する人もいる）

修正します。 通番25にて再質問あり。→対応を再

検討し、25に対応を回答して下さ

い。

こども未来課

24 57 93 131
子育て・

少子化
言葉

「マイ保健師」について、「現状と課題」や「基本事業」

の中に記載がないので唐突感があるので追記すべき

修正します。 中間案反映済

こども未来課

25 56 132 131
子育て・

少子化対策
ＫＰＩ

若年世代の未婚率では、平32の国勢調査の当年に把握でき

ない。

修正します。 第9回審議会（成果指標検討）意見

⇒左記へ対応を記載してください

（国勢調査しか数値の把握ができな

いものは、毎年の進行管理ができな

いため、指標を変更してくださ

こども未来課

26
56

57
148 131

子育て・

少子化

第１次と

の比較

「子ども発達支援センター」に関する記述がない。（第１

次には記述がある）

修正します。 事務局確認事項⇒左記へ対応を記載

してください。
こども未来課

27
56

57
149 131

子育て・

少子化

第１次と

の比較

「母子自立支援員の配置」に関する記述がない。（第１次

には記述がある）

修正します。 事務局確認事項⇒左記へ対応を記載

してください。
こども未来課

28
56

57
158 131

子育て・

少子化

第１次と

の比較

第１次計画では「子どもを生み育てやすい環境や支援が

整っていると思う満足度（％）」を指標に設定していまし

たが、これは目標41.5％に対して29.1％（年度によって変

動あり）でＣ評価です。引き続き指標にして改善に取り組

むか、指標にしないまでも現状分析や事業の中に、この反

省や改善に向けたテコ入れ策を盛り込むべきではないで

しょうか。

修正します。 事務局確認事項⇒左記へ対応を記載

してください。

こども未来課

29 60 69 200 危機管理 外部評価

民生児童委員連合会等の団体と早急に、中身のある会合を

持ってもらいたい。

検討します。 外部評価での左記指摘事項に対する

対応方針が、計画のどこに盛り込ま

れているか（どこで読めるか）確認

して下さい。

記載が不十分な場合は、加筆・修正

して下さい。

総合危機管理

課

30 60 70 200 危機管理 外部評価

難しい課題であるが、具体的な行動で結果を出してもらっ

て、市民が実感できれば「実態に即した新しい制度」にな

るのではないか。

地域で見守り支援の仕組みを考えていただけるよう

自主防災組織を通じた啓発が必要です。

外部評価での左記指摘事項に対する

対応方針が、計画のどこに盛り込ま

れているか（どこで読めるか）確認

して下さい。

記載が不十分な場合は、加筆・修正

して下さい。

総合危機管理

課

31 60 71 200 危機管理 外部評価

名簿にとらわれず、ほかの方法も検討する必要がある。 他の自治体の事例を参考に、伊賀市にあった方法を

検討する必要があります。

外部評価での左記指摘事項に対する

対応方針が、計画のどこに盛り込ま

れているか（どこで読めるか）確認

して下さい。

記載が不十分な場合は、加筆・修正

して下さい。

総合危機管理

課

32 60 72 200 危機管理 外部評価

伊賀市の地域性や災害特性を考えると「避難」よりは「救

助」の必要性が高い。それに即した支援のあり方を検討す

べき。

地域で見守り支援の仕組みを考えていただけるよ

う、自主防災組織を通じた啓発が必要です。

外部評価での左記指摘事項に対する

対応方針が、計画のどこに盛り込ま

れているか（どこで読めるか）確認

して下さい。

記載が不十分な場合は、加筆・修正

して下さい。

総合危機管理

課

33 60 73 200 危機管理 外部評価

災害時だけでなく、平常時から要援護者を見守る地域ネッ

トワークが広がるよう啓発を願いたい。

自主防災組織の講話に出向いた際、啓発を行いま

す。

「基本事業①」を「災害時要援護者名簿を作成し避

難訓練への活用や、地域支援者に情報提供すること

で、災害時の避難行動や避難生活での支援等が必要

となる人(要配慮者)に対する支援体制の充実に努め

ます。」に修正。

外部評価での左記指摘事項に対する

対応方針が、計画のどこに盛り込ま

れているか（どこで読めるか）確認

して下さい。

記載が不十分な場合は、加筆・修正

して下さい。

総合危機管理

課

3 ページ
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34 60 74 200 危機管理 外部評価

名簿にとらわれず、ほかの方法も検討する必要がある。 地域で見守り支援の仕組みを考えていただけるよ

う、自主防災組織を通じた啓発が必要です。

外部評価での左記指摘事項に対する

対応方針が、計画のどこに盛り込ま

れているか（どこで読めるか）確認

して下さい。

記載が不十分な場合は、加筆・修正

して下さい。

総合危機管理

課

35 60 75 200 危機管理 外部評価

当日の避難だけでなく、事前事後も含めて共助を促進する

事業が必要である。とくに関連死を防ぐ方策について本腰

を入れてもらいたい。

熊本地震の事例を参考に共助について考える必要が

あります。

外部評価での左記指摘事項に対する

対応方針が、計画のどこに盛り込ま

れているか（どこで読めるか）確認

して下さい。

記載が不十分な場合は、加筆・修正

して下さい。

総合危機管理

課

36
60

61
4 211 危機管理 言葉

「災害時要援護者」「避難行動要支援者」「要配慮者」を

混同している。使い分けて書くべき。

修正します。 中間案反映済 総合危機管理

課

37 61 160 211 危機管理 言葉
「基本事業①」の記述の２行目。「避難支援等」と「等」

にまとめず「避難行動や避難生活での支援」と明記する

修正します。 中間案に対しての委員追加意見⇒左

記へ対応を記載してください。

総合危機管理

課

38 61 5 211 危機管理 役割
「子ども」や「事業者」を巻き込む視点を加えること。

「災害時ボランティアセンター」にも触れたい。

修正します。 中間案反映済 総合危機管理

課

39 61 94 211 危機管理 基本事業
災害時要配慮者支援は「避難行動支援」だけでなく、避難

生活の支援も含める必要がある

修正します。 中間案反映済 総合危機管理

課

40
60

61
95 211 危機管理 言葉

「要援護者」「要配慮者」「避難行動要支援者」「災害弱

者」など言葉をきちんと定義して使い分ける必要がある。

（2－1－2では各主体の役割の市民の項目に「災害弱者」

という言葉が使われている）

修正します。 中間案反映済

総合危機管理

課

41
60

61
147 211 危機管理

第１次と

の比較

「感染症対策」に関する記述がない。（第１次には記述が

ある）

修正します。 事務局確認事項⇒左記へ対応を記載

してください。

総合危機管理

課

42 60 159 211 危機管理 現状課題

「現状と課題」の1項目の後半、費用助成に関する記述が

読みづらいです。

「費用」という言葉は最後にまとめてみては　「・・・な

どの費用を補助しています」

修正します。 中間案に対しての委員追加意見⇒左

記へ対応を記載してください。 総合危機管理

課

188 188 211 危機管理 ＫＰＩ

第１次再生計画の成果指標のうち、進展度Ｄについての考

え方はどうなっているか。（1105インフルエンザと診断さ

れた人数）

インフルエンザのみならず感染症全般の予防対策に

取り組んでいきます。インフルエンザと診断された

人数は、その年のウイルスの型や流行状況によりば

らつきが大きいため指標としては引き継ぎません。

別シート「成果指標再点検」「進展

度Ｄの内訳」を参照の上、第2次計

画への指標引継ぎの考え方を左記に

記載して下さい。

総合危機管理

課

189 189 211 危機管理 ＫＰＩ

第１次再生計画の成果指標のうち、進展度Ｄについての考

え方はどうなっているか。（2101あんしん・防災ネット登

録者数）

携帯電話が普及している中で、市民への緊急情報を

伝達するツールとして必要と考えるため。また、今

年4月から自主防災組織への講話に出向いた際必ず

啓発しているので毎月微増ではあるが、登録者数は

増加している状況。

別シート「成果指標再点検」「進展

度Ｄの内訳」を参照の上、第2次計

画への指標引継ぎの考え方を左記に

記載して下さい。

総合危機管理

課

43

60

～

63

96 212
危機管理

消防・救急
施策体系

危機管理」と「消防・救急」の棲み分けが、地域防災に取

り組む市民からみればよく分からない。（自主防災組織と

消防団は重なる部分が多いのでは？）

地域防災活動は、消防団が中核として地域の自主防

災組織等とともに活動いただくのが基本ですので、

連携協力は重要になります。

ただし、消防団組織については、消防組織法により

市が設置する消防の機関であるため、総合計画で

は、「消防・救急」の施策の中に「常備消防体制の

強化」とともに「非常備消防体制の強化」として掲

載しています。

中間案に対しての委員追加意見⇒再

度、委員から意見が提出されていま

す。意見Ｎｏ．４へ対応を記載して

ください。 総合危機管理

課

消防総務課

44 62 133 212 消防・救急 ＫＰＩ

Ｄ評価であった「消防団員」はなぜ変更したか。達成でき

なかったのであれば、引き続き指標としておくべき。

近年の消防団を取りまく状況は、消防団が地域防災

力の中核として位置づけられ、団員の確保が求めら

れています。しかしながら、社会情勢からも少子高

齢化が進み、団員の確保が困難な状況であるため、

伊賀市消防団では、伊賀市消防団活性化計画を策定

中であり、平成30年4月を目途に適正な人員を確保

しつつ定数、報酬など処遇の改善を含め活性化を図

る計画を検討し、防災力の低下及び団員の士気低下

とならないよう、現在進めていますので、今回の指

標には上げておりません。

第9回審議会（成果指標検討）意見

⇒算定手法が変わったとの当日の回

答ですが、指標を変更しない場合は

左記へその説明を記載してくださ

い。

消防救急課

45 62 134 212 消防・救急 ＫＰＩ

「消防水利」のパーセンテージが第１次の時よりも下がっ

ているがどういうことか。

消防施設整備計画に基づく調査の算定方法が変更と

なったため、充足率パーセント数値が変わりまし

た。

第9回審議会（成果指標検討）意見

⇒左記へ対応を記載してください
消防救急課

46 62 161 212 消防救急

第１次と

の比較

ＫＰＩ

第１次では「消防団員数」を指標（1510人目標）にしてい

たが、実際は1470人に減少しＤ評価。引き続き指標に設定

するとともに、女性や若者、勤め人など幅広い層に呼びか

けて人材を確保する必要があるのでは。報酬などの待遇改

善も必要だと思います。

通番４４に同じ。 第９回審議会（成果指標検討意見）

第1次再生計画の記述も踏まえ、左

記へ対応を記載してください。 消防救急課

190 190 212 消防・救急 ＫＰＩ

第１次再生計画の成果指標のうち、進展度Ｄについての考

え方はどうなっているか。（2106消防団員の確保）

通番４４に同じ。 別シート「成果指標再点検」「進展

度Ｄの内訳」を参照の上、第2次計

画への指標引継ぎの考え方を左記に

記載して下さい。

消防救急課
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47 64 6 213
事故

犯罪防止
ＫＰＩ

「相談件数」は増減どちらを良とするかの解釈が難しいの

で、他のものに代えられないか。（下段№７のような民間

の活動が増えれば、おのずと行政の役割（相談件数）は

減っていくだろう）

ＫＰＩを変更します。 ※成果指標再点検参照

市民生活課

48 65 7 213
事故

犯罪防止
役割

「悪徳商法バスターズ」にも触れたい。 修正します。 中間案反映済
市民生活課

49 65 8 213
事故

犯罪防止
役割

市民の役割に「団体」「事業者」のことが書けるのではな

いか。

修正します。 中間案反映済
市民生活課

50 65 97 213
事故

犯罪防止
基本事業

「地域安全運動出動式への参加」が意味不明。行政職員が

式典に参加する、という意味ですか？　「出動式」とは？

修正します。 中間案反映済
市民生活課

51 65 98 213
事故

犯罪防止
基本事業

「消費生活相談窓口の充実」でいいか？　説明文中には、

後半で消費者被害の未然防止のための啓発事業（出前講座

等）が含まれており、そちらの方が重要かと思いますが

修正します。 中間案反映済

市民生活課

52 65 162 213
事故

犯罪防止
基本事業

前回指摘を意味を間違ってとらえている（出前講座等の記

述を消してしまっている）　後半の記述は残して、事業タ

イトルを（例えば「消費者問題の啓発と相談窓口の充実」

など）に変えてもらいたかったのですが。

修正します。 中間案に対しての委員追加意見⇒左

記へ対応を記載してください。

市民生活課

53 66 163 221 環境保全 ＫＰＩ

二酸化炭素の庁内排出量について第１次では、ほとんど

100。減らさなければ指標としての意味はないのでは。

第1次再生計画では、環境基準達成率100%を維持

することを目標値に設定していましたが、次期計画

では、排出量の絶対値を指標とし、減少させていく

こととします。

第9回審議会（成果指標検討）意見

⇒左記へ対応を記載してください
環境政策課

54 67 9 221 環境保全 役割
市民の役割の「地球環境」は間違いではないか。（地域環

境、自然環境など）

修正します。 中間案反映済
環境政策課

55 66 135 221 環境保全 ＫＰＩ
調査項目はＢＯＤのみなのか。オーバーしている１地点は

特定しているのか。

検査は20項目ですが、公表はＢＯＤのみです。１地

点は特定され、公表しています。

第９回審議会（成果指標検討）意見

⇒左記のとおり回答済
環境政策課

56 66 136 221 環境保全 ＫＰＩ
18地点のうち８地点となっているが、ＢＯＤの検査は８地

点のみに基準があるのか。

類型が指定された河川のみに基準が設けられていま

す。

第９回審議会（成果指標検討）意見

⇒左記のとおり回答済
環境政策課

57 66 137 221 環境保全 ＫＰＩ

「不法投棄させない」についての指標がない。（不法投棄

の）ごみの量などは入れられないか。

不法投棄の量などの指標は入れられないかとの指摘

ですが、指標として回収量が増えていくのが正しい

のか、回収量を減少させたのが正しいのか考えられ

ますので、指標としてあげることは、適正でないと

考えます。

第9回審議会（成果指標検討）意見

⇒左記へ対応を記載してください

（当日担当者不在のため、回答保

留）

廃棄物対策課

191 191 221 環境保全 ＫＰＩ

第１次再生計画の成果指標のうち、進展度Ｄについての考

え方はどうなっているか。（2203不法投棄防止対策処理件

数）

不法投棄の防止対策の処理件数を指標としたため件

数は上がらない結果でした。通常は、住民自治協議

会、自治会等との協働処理及び環境パトロールによ

り不法投棄の回収を行っており、防止対策のみの処

理件数の指標は正しくなかったと考えます。

別シート「成果指標再点検」「進展

度Ｄの内訳」を参照の上、第2次計

画への指標引継ぎの考え方を左記に

記載して下さい。

廃棄物対策課

58 69 99 231 一般廃棄物 役割

市の役割として、広報誌やHPで一般市民に啓発するだけで

すか？　メーカーや事業者に対する排出抑制の働きかけは

しないのですか？

修正します。

事業系一般廃棄物の排出抑制については、さまざま

な媒体の中で、商工会議所及び商工会等を通じ抑制

の啓発を行います。また、2016年５月に策定した

「一般廃棄物処理基本計画」により、事業系手数料

の見直しを計画しています。

修正を検討した結果、意見内容が反

映されていませんので、その理由を

左記に記載してください。
廃棄部対策課

59 69 100 231 一般廃棄物 施策

浄化センターの事業は「下水道」ではなく「一般廃棄物」

に分類されるのですか？

浄化センターはし尿を取り扱っており、本市の現状

ではこの分類とします。

中間案に対しての委員追加意見⇒再

度、委員から意見が提出されていま

す。意見Ｎｏ．３へ対応を記載して

ください。

廃棄物対策課

60 68 138 231 一般廃棄物 ＫＰＩ

「資源化率」のパーセンテージが第１次の時よりも下がっ

ているがどういうことか。

ごみ処理量が下がっているのと、まだまだ適正な分

別がされておらず資源化量も減少していることか

ら、資源化率が低下しています。

第9回審議会（成果指標検討）意見

⇒左記へ対応を記載してください

（当日担当者不在のため、回答保

廃棄物対策課

61 70 10 232 上下水道 ＫＰＩ
有収率が外部評価では使いにくい。 修正します。 第9回審議会（成果指標検討）⇒指

標を変更し提案（施設統合割合）
水道総務課

62 70 139 232 上下水道 ＫＰＩ

「おいしい飲み水」をめざすのであれば、施設の統合は直

接関係しないのではないか。

修正します。 第９回審議会（成果指標検討）意見

⇒当日回答：有収率は理解しづらい

ため変更した。施設統合は、水質や

水量の問題を解決するためのもので

ある。⇒水道基本計画の進捗に留意

してください。

水道総務課
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63 71 187 232 上下水道 基本事業①

基本事業①の水道事業では「・・・、だれもがいつでも合

理的な対価により持続的に受け取ることを可能とするた

め・・・」とあるが、「・・・、だれもがいつでも合理的

かつ明確な積算根拠に基づく対価により持続的に受け取る

ことを可能とするため・・・」に修正していただきたい。

なぜなら新規に水道を供給する際の積算根拠が不明確であ

るから。特定の地域に高額な負担金を課すことが、その地

域への移住を妨げる要因になっているのでは。

修正しません。

「合理的」には、指摘いただいた部分の意味も含ん

でいるものと考えます。

（タウンミーティングでの意見：

当日の北山管理者の回答主旨は以下

のとおり）

負担金に関しては、地域からの要望

もいただいている。様々な工事負担

金や加入負担金は、出来る限りこれ

以上高くならないように、国の補助

事業も導入しながら、市行政の負担

金、地元の皆さまの負担金というこ

とで設定させていただいたところで

ある。積算根拠については、今後も

地域に情報を出していけるように努

めさせていただく。負担金を軽減し

ていく時期の明記ついては、この場

で明確にすることはできないが、地

域の皆さまの意見を大事にしなが

ら、引き続き考えさせていただきた

い。⇒左記へ対応を記載（修正しな

いのか、修正するのか）してくださ

い。

水道総務課

69 77 76 300 農業 外部評価

新規就農者拡大のため、市内外へのＰＲを市と関係団体が

一丸となって推進されたい

修正します。 外部評価での左記指摘事項に対する

対応方針が、計画のどこに盛り込ま

れているか（どこで読めるか）確認

して下さい。

記載が不十分な場合は、加筆・修正

して下さい。

農林振興課

70 77 77 300 農業 外部評価

「菜の花プロジェクト」等のブランド力アップのため、誰

が、どこに向けて、どのように行うのかという戦略を具体

的に立てるべきと考える。

修正します。 外部評価での左記指摘事項に対する

対応方針が、計画のどこに盛り込ま

れているか（どこで読めるか）確認

して下さい。

記載が不十分な場合は、加筆・修正

して下さい。

農林振興課

64 74 11 311 観光 ＫＰＩ

催行率や予約率に代えられないか。 修正しません。

市民全体で観光客をもてなす仕組みづくりは、率よ

りも絶対数のほうが良いと考えるため修正しませ

ん。

－ 観光戦略課

65 75 12 311 観光 役割

市民の役割を「事業者」と「市民一人ひとり」に書き分け

るべき。

地域の役割に「伊賀ぶら」を加えてはどうか。

修正します。 中間案反映済

観光戦略課

66 74 101 311 観光 ＫＰＩ

メニュー数ではなく参加者の数などにすべき 修正しません。

着地型観光の推進には、担い手の育成が重要な要素

であると考えます。

事務局⇒着地型観光の推進には、担

い手の育成が重要な要素であると考

えます。と回答されていますので、

修正なしでいいですか。

観光戦略課

67 74 140 311 観光 ＫＰＩ

捕捉方法が「いがぶら」だけではつかみきれない。複数の

データを活用すべきではないか。

修正しません。

市全域で、様々な主体が体験・学習型の観光メ

ニューを提供する「いがぶら」が適切と考えます。

第９回審議会（成果指標検討）意見

⇒当日回答：市全域で取り組んでい

る「いがぶら」が適切と考えた。⇒

考えた結果、そのままか、どうする

のか左記へ記載してください。

観光戦略課

68
74

75
150 311 観光

第１次と

の比較

「ギフト専用パンフレット」に関する記述がない。（第１

次には記述がある）

「ギフト専用パンフレット」は多様な情報発信ツー

ルの１つであり、より効果的なツールがあれば変更

する可能性があるので記述しません。

事務局確認事項⇒左記へ対応を記載

してください。 観光戦略課

71 13 321 農業 ＫＰＩ

集落数ではなくカバー率のほうがよい。 修正しません。

農地面積は、属人と属地、耕作放棄地などがあり、

面積カバー率を計算する分母分子の計算が困難であ

るため変更せず、集落数とします。

― 農林振興課

72
76

～
14 321 農業

課題

施策

振り返りで指摘されている集落営農に関する課題の書き込

みが無く、対応する施策内容がない（基本事業②）

修正します。 中間案反映済
農林振興課

73 77 15 321 農業 役割

市民の役割を「市民」と「農業従事者」に書き分けるべ

き。

修正します。 中間案反映済

農林振興課

74 77 102 321 農業 言葉
「新しいビジネスモデル」とはなんですか？　それは基本

事業のどの項目に入ってきますか？

修正します。

６次産業化、農商工連携、地産地消等のことです。

中間案反映済
農林振興課

75 77 103 321 農業
誇れる・

選ばれる

表記の再検討。むしろここに伊賀牛などのブランドや有機

農業の取り組み、上記の「新しいビジネスモデル」などが

入るのでは。

修正します。

ただし、「新しいビジネスモデル」には含まれませ

ん。

中間案反映済

農林振興課

76 76 164 321 農業 ＫＰＩ

指標は第1次では「人・農地プラン作成集落カバー率」で

目標値120（これ実数でパーセントではないですよね）に

対し、実績は20→35で、達成率17.1％のD評価。今回はあ

れこれ足し合わせたようだ、その理由はなんでしょう？

政策効果が見えにくくなる懸念（例えば取り残されている

集落があっても数字には表れない）はないのでしょうか？

地域農政を推進することを政策の軸として考えてお

り、人・農地プラン作成集落カバー率のみでは、地

域農政自体が進んでいるかが把握できません。この

ことから、人・農地プラン作成集落のみでなく、他

の地域農政の取組みである集落営農や日本型直接支

払制度などに取り組む集落数を設定することによ

り、政策効果が見やすくなるものと考えます。

中間案に対しての委員追加意見⇒左

記へ対応を記載してください。

農林振興課

77 77 165 321 農業 基本事業

基本事業⑤　タイトルと中身が結びつきません。多面的機

能支払交付金事業などで地域の共同活動を支援する―のは

「土地改良事業への支援」ですか？　タイトルの再考を。

修正します。 中間案に対しての委員追加意見⇒左

記へ対応を記載してください。 農村整備課
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通番
中間

案頁

連番

（古い

順）

施策番号
施策

KEY
種類 指摘内容

対応方針

（修正する場合は「修正する」と

修正しない場合はその理由を記載してください）

事務局コメント等
担当課

資料２ 

192 192 321 農業 ＫＰＩ

第１次再生計画の成果指標のうち、進展度Ｄについての考

え方はどうなっているか。（3201人・農地プラン作成集落

カバー率）

人・農地プラン以外の制度を活用し、地域農政を推

進されている場合も多く、目標値が高すぎたことが

要因である。このことから、今回目標指標を変更し

ている。

別シート「成果指標再点検」「進展

度Ｄの内訳」を参照の上、第2次計

画への指標引継ぎの考え方を左記に

記載して下さい。

農林振興課

78 79 16 322
森林保全

林業
役割

市民の役割は「また」でつながず２行に分ける。 修正します。 中間案反映済
農林振興課

79
78

79
104 322

森林保全

林業
言葉

「木材資源の地域循環のしくみの再構築」とは具体的にど

ういうことですか？　基本事業のどの項目がそれにあたり

ますか？

修正します。

木材の地域内利用による循環のしくみのことです。

中間案反映済

農林振興課

80 78 166 322
森林保全

林業
ＫＰＩ

指標について第１次では490ヘクタールを目標としなが

ら、実実績が1300ヘクタールになっていて、評価は空欄に

なっていてよく分からない。次の目標をどう考えるので

しょう？

平成２4年度からの新規の制度であったため、森林

所有者等に予想に以上取り組み頂きました。次期目

標については実績を基に数値目標を設定します。

中間案に対しての委員追加意見⇒左

記へ対応を記載してください。
農林振興課

81 78 167 322
森林保全

林業
現状課題

「現状と課題」の３項目がうまく整理できていないように

感じます。例えば（文章表現はさておき）　①林業の担い

手不足などにより手入れが行き届いていない森林が増えて

おり、また生活様式の変化に伴い里山の荒廃も進んでいる

ことから、土砂災害の危険が増している。風水害被害を出

さないためにも森林の多面的機能の回復が必要であること

②木材市場が厳しいことから、木材の地域内利用を促進す

るとともに、バイオマス利用にも取り組むこと　③小規模

森林所有者の所有林面積が大きいので、団地化などの森林

経営の効率化が必要なこと…の順番でしょうか。

修正します。 中間案に対しての委員追加意見⇒左

記へ対応を記載してください。

農林振興課

82 79 168 322
森林保全

林業
基本事業

基本事業②で追記した部分「木材の地域内利用」の挿入場

所がしっくりきません。（木材としての利用の話とチップ

化してバイオマス利用する話が入り組んでいる）　挿入場

所は１行目（「流通システムを検討するとともに、木材の

地域内利用を促進します。また木材資源をすべて…」）あ

るいは第２段落の末尾に入れる（「公共施設への伊賀産材

の利用を促進します。また民間にも伊賀山材の利用を呼び

かけ、地域内利用を促進します」）方がいいのでは？

修正します。 中間案に対しての委員追加意見⇒左

記へ対応を記載してください。

農林振興課

83 80 17 331 中心市街地 ＫＰＩ

「通行量」は下がっているのではないか。もっとアクティ

ブな指標とすべきではないか。

修正しません。

通行量は下がっていない。上野城下町の歴史的なま

ちなみを活かした街なか観光を推進することで、ま

ち歩きの増加、地域コミュニティの強化を図り、回

遊性の向上による中心市街地活性化を目標としてい

る為、修正はしない。

―
中心市街地推

進課

84 82 18 332 商工業 ＫＰＩ

指標名と指標の説明が合っていないのではないか。既に起

業している事業者が新たに入会するのでは、新規事業者数

の表記はおかしい。

修正します。 中間案反映済

商工労働課

85 82 19 332 商工業 ＫＰＩ 「商品販売額」や「製造品出荷額」にはできないか。 前回報告済みです。（適当な指標が存在しません） ― 商工労働課

86 83 20 332 商工業 役割

市民の役割の書き方が難しい。「地元のお店を利用する」

といったことでよいのではないか。

また「店舗」側の役割も書くべき。

修正します。 中間案反映済

商工労働課

87 88 21 361 起業支援 ＫＰＩ
指標名と指標の説明は合っているか。 修正しません。

指標名と指標の説明は合っています
― 商工労働課

88 89 22 361 起業支援 役割 市民の役割の２つ目は「事業者は」と主語を書くべき。 修正しません。 中間案反映済 商工労働課

89 88 105 361 起業支援 現状課題

これまで「ゆめテクノ伊賀」が何をやってきたのか（効果

や限界も含めて）記述しておかないと、「誇れる・選ばれ

る」の記述が浮いてしまう。

修正しません。 中間案反映済

商工労働課

90 89 106 361 起業支援 基本事業

「伊賀流創業応援忍者隊」は「商工団体等との連絡機関」

という位置づけなのか？　「市に相談窓口を設置し」とあ

るが、ゆめテクノ伊賀とは別に相談窓口をつくる、という

意味か？

現状と課題を修正しますが、基本事業は修正しませ

ん。（現状と課題に「ゆめテクノ伊賀」の説明を追

記しつつ、基本事業では組織上、伊賀市とは別のた

め。窓口機能は個別のため設置します。）

外部評価での左記指摘事項に対する

対応方針が、計画のどこに盛り込ま

れているか（どこで読めるか）確認

して下さい。

不十分な場合は、追記して下さい。

商工労働課

96 96 78 400 道路 外部評価

道路行政はコンパクトシティの都市計画の基幹である。分

散している集落を道路で結び生活を維持しているが、伊賀

市が８万人以下の人口となった時、現行の道路行政の質

（国、県、市とも）を保てなくなる。緊急道路を優先しな

がら、公平さに欠けるかもしれないが、人が多く住むとこ

ろの道路の充実が求められるのではないかと考える

修正します。 外部評価での左記指摘事項に対する

対応方針が、計画のどこに盛り込ま

れているか（どこで読めるか）確認

して下さい。

記載が不十分な場合は、加筆・修正

して下さい。

建設１課

建設２課

97 96 79 400 道路 外部評価

観光道路、緊急道路、生活道路等の道路分類行い、その区

分に応じ安全を最優先に注力してほしい。

修正します。 中間案反映済

建設１課

建設２課

91 93 23 411 都市政策 役割 市民の役割の主語がはっきりしない。 修正します。 中間案反映済 都市計画課

92 92 107 411 都市政策

タイトルと内容があっていない。前半の「多核連携型の都

市構成」は、土地利用管理制度の推進とはいえない。

修正しません。

多角連携型の都市構成を進めるためには、土地利用

管理制度の推進が必要なため。

－ 都市計画課

93 92 108 411 都市政策
エリアマネジメントを実施する予定はないのだろうか？ 修正しません。

再生計画に記載する段階にないため、記載しませ
－ 都市計画課

94 95 24 412 住環境整備 役割 市民の役割の主語がはっきりしない。 修正します。 中間案反映済 建築住宅課
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通番
中間

案頁

連番

（古い

順）

施策番号
施策

KEY
種類 指摘内容

対応方針

（修正する場合は「修正する」と

修正しない場合はその理由を記載してください）

事務局コメント等
担当課

資料２ 

95 95 109 412 住環境整備
記述が不十分。「付加サービスや支援制度の検討」とは、

具体的に何のことか？

修正します。（空き家バンク制度は構築できたの

で、記述を変更しました）

中間案反映済
建築住宅課

194 194 412 住環境整備 ＫＰＩ

第１次再生計画の成果指標のうち、進展度Ｄについての考

え方はどうなっているか。（4104住宅の耐震化率）

修正します。

耐震化率の算定基礎には、景気の変動に大きく左右

される新築住宅戸数や、除却・建替等による既存住

宅の滅失戸数が含まれており、耐震化率の目標値と

実績値とが乖離する等、耐震化率の算定は難しい。

また、旧耐震基準で建築された木造住宅の耐震化を

支援する施策の効果が現れにくい。このことから、

「耐震性の無い住宅戸数の割合」に修正します。

別シート「成果指標再点検」「進展

度Ｄの内訳」を参照の上、第2次計

画への指標引継ぎの考え方を左記に

記載して下さい。

建築住宅課

195 195 412 住環境整備 ＫＰＩ

第１次再生計画の成果指標のうち、進展度Ｄについての考

え方はどうなっているか。（4105事業進捗率）

修正します。

伊賀市公営住宅等長寿命化計画は策定されている

が、具体的な実施計画に至っていないため、成果指

標として掲げることに無理がある。このことから、

「特定空家等の件数」に修正します。

別シート「成果指標再点検」「進展

度Ｄの内訳」を参照の上、第2次計

画への指標引継ぎの考え方を左記に

記載して下さい。 建築住宅課

98 96 25 421 道路
課題

施策

外部評価での指摘内容を反映させて欲しい。 修正します。 中間案反映済 建設１課

建設２課

99 96 110 421 道路

市道改良率だけで、施策目的である「道路ネットワークに

よって移動がしやすい」の目安になるとは思えない。

修正しません。

現状では、市内の道路網は、ほぼ全域をカバーして

いると考えますが、幅員が狭小な道路も多く、ス

ムーズな移動が困難な箇所があります。市道改良率

は、全市道延長に対する幅員４ｍ以上の道路延長の

割合としており、市道改良率が上がれば、更に移動

しやすい道路網の構築が可能であると考えるますの

で、修正しません。

―
建設１課

建設２課

100 96 169 421 道路 ＫＰＩ

指標の取り方が難しいところですが、第１次では「市道改

良率」が達成度100％のA評価、橋梁修繕対策実施率が達成

度０％（これ計算あってます？）のD評価なので、良い方

だけを残したのか？　という印象を持ちます。改良率の数

字は26.55％→26.71％と微々たるものに見えますが、こ

れは「補修計画に基づき、粛々と事業を進める数値」なの

でしょうか。

橋梁は市道の一部であり、延長を分母と設定する

と、指標として適さないため、橋梁修繕対策実施率

については、橋長15m以上の橋梁の全体箇所数を分

母とし、修繕済の橋梁箇所数を分子としたものを指

標としました。橋梁修繕は幅員を4m以上にするも

のではなく、損傷の激しい橋梁の修繕を最優先に着

手した結果、予算的に1橋修繕に複数年かかるた

め、達成度が0%となりました。

道路改良率については上記のとおり、分母となる全

市道延長が大きな値となるため伸び率は小さくなり

ます。

中間案に対しての委員追加意見⇒左

記へ対応を記載してください。

建設１課

建設２課

196 196 421 道路 ＫＰＩ

第１次再生計画の成果指標のうち、進展度Ｄについての考

え方はどうなっているか。（4202橋梁修繕対策実施率（橋

長15ｍ以上の橋梁））

同旨　通番100 別シート「成果指標再点検」「進展

度Ｄの内訳」を参照の上、第2次計

画への指標引継ぎの考え方を左記に

記載して下さい。

建設１課

101 98 26 422 公共交通 言葉 「廃止代替バス」についての用語解説を加えること。 修正します。（用語説明を加えます。） 中間案反映済 交通政策課

102 99 111 422 公共交通
「すべての地域住民が」とあるが、ユニバーサルデザイン

について記述がない

修正します。 中間案反映済
交通政策課

103 98 141 422 公共交通 ＫＰＩ
平成25年の数値を目標にするというのは単純すぎないか。

減った理由を分析し、達成できると考えたのか。

交通計画においても指標を掲げており、それと整合

させています。

第９回審議会（成果指標検討）意見

⇒左記のとおり回答済
交通政策課

104 98 153 422 公共交通
第１次と

の比較

「リニア誘致」に関する記述がない（第１次には記述があ

る）

修正します。 中間案に対しての委員追加意見⇒左

記へ対応を記載してください。
交通政策課

113 106 80 500
男女共同参

画
外部評価

担当課の権限強化が必要（審議会等の数はまだ減らす必要

があるが、その中でも女性委員割合を増やすように各部局

に要請する権限）。

各課が委員を依頼する際に、効果的な時期に当課が

助言できるようなシステムを検討しています。

（追記なし）

外部評価での左記指摘事項に対する

対応方針が、計画のどこに盛り込ま

れているか（どこで読めるか）確認

して下さい。

記載が不十分な場合は、加筆・修正

して下さい。

人権政策・男

女共同参画課

114 106 81 500
男女共同参

画
外部評価

女性の人材育成と育成後の働きかけをもっと行うべき。 平成27年度までは女性リーダー育成を目指してきま

したが、本年度からは、対象者の更なる資質向上を

目指す講座開催を予定しています。

（追記なし）

外部評価での左記指摘事項に対する

対応方針が、計画のどこに盛り込ま

れているか（どこで読めるか）確認

して下さい。

記載が不十分な場合は、加筆・修正

して下さい。

人権政策・男

女共同参画課

115 106 82 500
男女共同参

画
外部評価

チラシやパンフレットによる啓発だけでなく、成功事例を

紹介するなどして、男女共同参画が押し付けでなく素晴ら

しいものと感じてもらえるよう工夫が必要。

各分野の先駆的な方々によるパネルディスカッショ

ンを開催したこともありました。共同参画ネット

ワーク会議交流会では、先進的な取組みをしている

団体の事例紹介をしており、今後も成功事例を積極

的に紹介する予定です。

（追記なし）

外部評価での左記指摘事項に対する

対応方針が、計画のどこに盛り込ま

れているか（どこで読めるか）確認

して下さい。

記載が不十分な場合は、加筆・修正

して下さい。

人権政策・男

女共同参画課

116 106 83 500
男女共同参

画
外部評価

地域での共同参画が弱いので、自治協だけでなく自治会へ

の働きかけをしてはどうか。

自治会エリアで開催する人権懇談会で、女性問題の

啓発を行っています。

（追記なし）

外部評価での左記指摘事項に対する

対応方針が、計画のどこに盛り込ま

れているか（どこで読めるか）確認

して下さい。

記載が不十分な場合は、加筆・修正

して下さい。

人権政策・男

女共同参画課
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通番
中間

案頁

連番

（古い

順）

施策番号
施策

KEY
種類 指摘内容

対応方針

（修正する場合は「修正する」と

修正しない場合はその理由を記載してください）

事務局コメント等
担当課

資料２ 

117 106 84 500
男女共同参

画
外部評価

第３次の男女共同参画基本計画も仕上がっているので、お

おいに活用してほしい。

大いに活用し、施策・事業を推進します。

（追記なし）

外部評価での左記指摘事項に対する

対応方針が、計画のどこに盛り込ま

れているか（どこで読めるか）確認

して下さい。

記載が不十分な場合は、加筆・修正

して下さい。

人権政策・男

女共同参画課

118 106 85 500
男女共同参

画
外部評価

講座に来られない人や既存のグループに参加していない人

の中にも女性の人材はたくさんいるのでは。伊賀市の人口

データなど見極めたうえで、潜在層の掘り起こしを狙う施

策が必要である。

今年度は、これまでの講座とは違う曜日や時間帯に

開催したり、対象者の見直しを行い、潜在層の掘り

起こしを図ります。

（追記なし）

外部評価での左記指摘事項に対する

対応方針が、計画のどこに盛り込ま

れているか（どこで読めるか）確認

して下さい。

記載が不十分な場合は、加筆・修正

して下さい。

人権政策・男

女共同参画課

105 102 27 511
人権尊重

非核平和
ＫＰＩ

「相談件数」は変えたい。非核平和に関する指標も入れる

べきなので、「ひゅーまんフェスタ参加者数」などになら

ないか。

相談件数が増えることで、人権侵害による被害の防

止･拡散に結びつくと考えられるため、相談件数は

増加を良としたい。なお、「ひゅーまんフェスタ」

では、非核平和だけでなくあらゆる人権課題につい

て啓発を進めます。

※成果指標再点検参照

人権政策・男

女共同参画課

106 103 28 511
人権尊重

非核平和
役割

市民の役割を「市民一人ひとり」と「団体」とに書き分け

るべき。

修正します。 中間案反映済 人権政策・男

女共同参画課

107 103 29 511
人権尊重

非核平和
役割

市の役割の「あらゆる機会をとらえ」がかえって内容をあ

いまいにしている。

修正します。 中間案反映済 人権政策・男

女共同参画課

108 103 112 511
人権尊重

非核平和

記述は取り組みが古い（新しい政策課題に対応していな

い）印象を受ける。人権学習などでは「5－1－2同和」と

重複が多く、市内の人権問題は同和だけなのか、という誤

解を与えかねない。多文化共生や性的マイノリティへの差

別、貧困の連鎖をどう食い止めるか、など近年の人権問題

に対する記述（当然、取り組みも）がほしい

修正します。 中間案反映済

人権政策・男

女共同参画課

109 103 113 511
人権尊重

非核平和

平和学習についても、マンネリの印象を受ける。戦争体験

者から話を聞くだけが平和学習ではない。南北問題や難民

問題、環境問題などを考える機会を設けるべきではない

か。

修正しません。

非核平和の取り組みと戦争体験を語り継いでいくこ

とで平和学習の充実に努めます。
―

人権政策・男

女共同参画課

110 102 170 511
人権尊重

非核平和
ＫＰＩ

指標について再検討が必要。懇談会の参加者数は第１次で

は毎年5000人目標で93.7％達成のB評価、相談者数は少し

ずつ増えることを目標にしておりH28は30人だったが、達

成度86.7％のB評価。人権相談窓口の設置は古く「周知」

はされているはずで、相談が多いのが良い施策が打たれて

いることになるかどうか疑問です。第１次では「人権同和

問題に関する学習機会や相談の機会が保たれていると感じ

ている人の割合（％）」も指標となっており、これは70％

が目標でしたが、33.7％どまりでD評価。むしろこの指標

こそが「施策効果」を表しており、据え置くべきと考えま

す。

人権問題地区別懇談会の参加者数は、今後も増加す

るよう取り組みます。

また、２０１２の三重県民意識調査で、「人権侵害

を受けたときの対応」について、１番多いのは「家

族や友人など身近な人に相談」、２番目は「何もせ

ず、がまんした」であり、相談体制の充実、相談員

の資質向上、相談窓口の周知について強化する必要

があると考えられます。このため、指標の人権相談

者数に据え置きます。

なお、「人権同和問題に関する学習機会や相談の機

会が保たれていると感じている人の割合（％）」は

「同和問題」での指標としています。

中間案に対しての委員追加意見⇒左

記へ対応を記載してください。

人権政策・男

女共同参画課

111 104 114 512 同和
指標にもなっている「同和教育研究協議会」がどんな役割

を果たすのか書き込んだほうがいい

「市民(団体)の役割」として加筆します。 中間案反映済
同和課

112 104 115 512 同和 現状課題

「現状と課題」に「同和地区の実態から…人権を大切にす

る社会の建設のための課題が見えてくる」とあるが、その

課題を、どう普遍的な人権問題に発信（活用）しているの

かの具体施策が、基本事業の項目からは見えてこない。5

－1－1も含めて全体の調整が必要

修正しません

基本事業については、同和問題早期解決のための事

業を記載しています。

　ご指摘の「発信」という点については、基本事業

①の同和施策推進計画の中に記載しており、各分野

の一般施策での対応となります。

― 同和課

197 197 512 同和 ＫＰＩ

第１次再生計画の成果指標のうち、進展度Ｄについての考

え方はどうなっているか。（5104人権同和問題に関する学

習の機会や相談の機会が保たれていると感じる人の割合）

人権講演会や各種研修会のほか、人権問題地区別懇

談会など地域での草の根的な取り組みを推進しま

す。

相談体制の充実や相談員の資質向上、相談窓口の周

知についてさらに取り組みます。

（103Ｐの基本事業①、②に記載）

別シート「成果指標再点検」「進展

度Ｄの内訳」を参照の上、第2次計

画への指標引継ぎの考え方を左記に

記載して下さい。
同和課

119 30 521 男女共同参画
課題

施策

外部評価での指摘内容を反映させて欲しい。 「外部評価における指摘」に記載のとおり

（追記なし）

外部評価での左記指摘事項に対する

対応方針が、計画のどこに盛り込ま

れているか（どこで読めるか）確認

して下さい。

記載が不十分な場合は、加筆・修正

して下さい。

人権政策・男

女共同参画課

120 31 521 男女共同参画 役割
市民の役割を「市民一人ひとり」「団体」「事業者」とに

書き分けるべき。

修正します。 中間案反映済 人権政策・男

女共同参画課

121 106 116 521 男女共同参画 外部評価

外部評価の結果を踏まえて書き直しを 修正します。 外部評価での左記指摘事項に対する

対応方針が、計画のどこに盛り込ま

れているか（どこで読めるか）確認

して下さい。

記載が不十分な場合は、加筆・修正

して下さい。

人権政策・男

女共同参画課

122 107 117 521 男女共同参画 基本事業

「DV被害者の早期発見や相談体制の充実」と記されている

が、まずは暴力は許さないという被害防止への啓発キャン

ペーンが必要

修正します。 中間案反映済
人権政策・男

女共同参画課
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通番
中間

案頁

連番

（古い

順）

施策番号
施策

KEY
種類 指摘内容

対応方針

（修正する場合は「修正する」と

修正しない場合はその理由を記載してください）

事務局コメント等
担当課

資料２ 

123 107 118 521 男女共同参画 基本事業

「男女の参画拡大」をタイトルにしているが、男性がどこ

に参画するのかの記述がない。③のWLBの推進と合わせて

調整を（本来のWLBは女性の両立支援だけでなく、男性も

含めた自己啓発や地域活動のための時間をバランスよくと

ること）

修正します。 中間案反映済

人権政策・男

女共同参画課

124 106 171 521 男女共同参画 ＫＰＩ

指標が２つとも組織への女性参画率になっているが、地域

自治協議会も「審議会等」に含めることができるのでは。

もう１つの指標は、第１次でD評価だったWLB関連の「子

育てや介護が男女問わずできるような雰囲気や環境がある

と思う市民意識調査の割合」を据え置き、改善できるよう

努力すべきではないでしょうか。

修正します。 中間案に対しての委員追加意見⇒左

記へ対応を記載してください。

人権政策・男

女共同参画課

198 198 521
男女共同参

画
ＫＰＩ

第１次再生計画の成果指標のうち、進展度Ｄについての考

え方はどうなっているか。（5201審議会等への女性委員の

登用率）

（指標据え置き）　市審議会等の見直し方針により

審議会委員定数が削減され、その約60％が女性であ

る。登用率が低い審議会等に対してヒアリングを行

い女性登用率の目標をより高く設定し選任の手法を

工夫するよう助言します。

別シート「成果指標再点検」「進展

度Ｄの内訳」を参照の上、第2次計

画への指標引継ぎの考え方を左記に

記載して下さい。

人権政策・男

女共同参画課

199 199 521
男女共同参

画
ＫＰＩ

第１次再生計画の成果指標のうち、進展度Ｄについての考

え方はどうなっているか。（5203子育てや介護が男女を問

わずできるような雰囲気や環境があると思う市民意識の割

合）

（指標据え置き）　男女ともに仕事と家庭生活など

が両立できるよう、事業所へは企業訪問を通じて、

体制の整備（働き方改革や休暇制度）を、家庭生活

においては人権問題地区別懇談会を通じて、男女が

協力して家事等を行うという意識を、それぞれ啓発

していきます。

別シート「成果指標再点検」「進展

度Ｄの内訳」を参照の上、第2次計

画への指標引継ぎの考え方を左記に

記載して下さい。

人権政策・男

女共同参画課

125 113 32 531 学校教育 役割 市の役割を「教委」と「学校、園」とに書き分けるべき。 修正します。 中間案反映済 学校教育課

126 113 33 531 学校教育 施策

課題に書かれている「いじめ、ネットトラブル、悩み」な

どに関する内容が基本事業に書かれていないのではない

か。

修正します。 認定を受けていただかないというこ

とは考えていない。実際に認定率は

年々上がっている。

学校教育課

127 112 172 531 学校教育 ＫＰＩ

指標を２つとも新しくしているが（これはこれでよいと思

いますが）、第１次でD評価だった「校舎及び屋内運動場

の耐震化率」についてはH28年度中に終了した、とみなし

ていいのでしょうか？

校舎及び屋内運動場の構造的な耐震化は、本年度に

100％完了する予定です。

平成27年度の国の補正で予算化され、本年度に繰り

越して事業を実施しており、緑ヶ丘中学校校舎２

棟、阿山小学校校舎１棟の工事を年度末までに完了

する予定です。

中間案に対しての委員追加意見⇒左

記へ対応を記載してください。

教育総務課

128 112 173 531 学校教育 現状課題

「現状と課題」の２項目の文章がやや分かりづらい。

（「家庭学習の時間」が全国平均よりも少なく、「携帯電

話やゲームの時間」が多いなど、児童生徒の生活習慣にお

いて課題がある・・・）という意味でしょうか？）　「た

り」は単独の場合は使いません。

修正します。 中間案に対しての委員追加意見⇒左

記へ対応を記載してください。

学校教育課

129 113 119 532 教育環境

学校施設整備には、災害時には避難所となることを踏まえ

た施設整備の記述を入れてはどうか。

修正しません。

学校施設整備は、屋内運動場と校舎で構造的に耐震

化が必要なものについては、平成28年度末で終了す

る予定です。他の施設整備については、空調やトイ

レの洋式化など教育環境の充実を主な目的に実施し

ます。妥当だと思う（平井委員回答）。

― 教育総務課

200 200 532 教育環境 ＫＰＩ

第１次再生計画の成果指標のうち、進展度Ｄについての考

え方はどうなっているか。（5302校舎及び屋内運動場の耐

震化率）

校舎及び屋内運動場の構造的な耐震化は、本年度に

100％完了する予定です。

平成27年度の国の補正で予算化され、本年度に繰り

越して事業を実施しており、緑ヶ丘中学校校舎２

棟、阿山小学校校舎１棟の工事を年度末までに完了

する予定です。

別シート「成果指標再点検」「進展

度Ｄの内訳」を参照の上、第2次計

画への指標引継ぎの考え方を左記に

記載して下さい。
教育総務課

130 114 120 541 生涯学習

参加者の満足度は必ずしも良い指標ではない（人気のある

講座だけやればよいのではない）。生涯学習を受けて社会

活動に参加した人などの指標が考えられないか。

修正しません。

社会活動に参加した人の数は把握できないため修正

しません（総合戦略と整合）。

― 生涯学習課

131 115 121 541 生涯学習

一般市民が「地域での生涯学習の担い手となります」のは

難しいのでは？　まずは生涯学習の重要性を理解し、積極

的に学びますーぐらいでは。担い手となる、としているの

は、推進団体があるから？　であれば、主語を明確にして

書き分けを。

修正します。 中間案反映済

生涯学習課

132 114 174 541 生涯学習

「放課後子ども教室」は、伊賀市においては生涯学習の政

策分野に入るのですか？　（「青少年育成」のような気も

しますが）　放課後子ども教室の内容（定員、預かり時

間）などは、子育て支援にも関連がある重要施策です（小

１の壁問題）。生涯学習に含めるのであれば、ほかの項目

「各主体の役割」や「誇れる・選ばれる視点」にも記述が

必要では。

修正します。 中間案に対しての委員追加意見⇒左

記へ対応を記載してください。

子ども未来課

生涯学習課

133 114 183 541 生涯学習
プロジェクト（忍者忍術学講座）などに対応する記述がな

い。産官学と連携する視点をいれてほしい。

修正します。 中間案に対しての委員追加意見⇒左

記へ対応を記載してください。
生涯学習課

134 114 184 541 生涯学習 ＫＰＩ

生涯学習　KPI「満足度」はよくない。「生涯学習を通じ

て出現した講師、指導者の人数」のほうがよい。KPIを見

直してはどうか。

修正します。 第9回審議会（成果指標検討）意見

⇒左記へ対応を記載してください 生涯学習課

135 116 34 542 青少年育成 ＫＰＩ
例えば「若者リーダー数」「青少年をターゲットにした事

業への参加者数」などに変えられないか。

修正します。（参加者数に戻します） 中間案反映済
生涯学習課

136 116 35 542 青少年育成 施策

「子どものエンパワメント」に関する視点も加えて欲し

い。

修正します。 中間案反映済

生涯学習課
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通番
中間

案頁

連番

（古い

順）

施策番号
施策

KEY
種類 指摘内容

対応方針

（修正する場合は「修正する」と

修正しない場合はその理由を記載してください）

事務局コメント等
担当課

資料２ 

137 116 154 542 青少年育成
第１次と

の比較

「子どもの読書活動を推進するための体制づくり」に関す

る記述がない（第１次には記述がある）

修正します。 事務局確認事項⇒左記へ対応を記載

してください。
上野図書館

138 117 175 542 青少年育成 役割

「各主体の役割」内で、一般市民とは独立させて「青少年

育成団体」の果たす役割について書き込んだ方がいいと思

います（一般市民と同じでは、なんのための団体かと思わ

れます…「誇れる視点」や「基本事業①」にも青少年育成

団体の支援が盛り込まれていますので）

修正します。 中間案に対しての委員追加意見⇒左

記へ対応を記載してください。

生涯学習課

158 134 86 600 住民自治 外部評価

住民自治協議会の目指す方向と新たな経営システム、ま

た、住民も頑張らないといけないという啓発が必要ではな

いかと考える。

指定管理者や委託事業のメニュー提示、モデル事業に取り

組むための伊賀市独自の特区指定も導入して良いのではな

いか。

住民自治協議会の自主・自立に向けた研修会（財

務、雇用、起業、先進事例等）の開催を行うととも

に、自治センター化に向けた新たな支援担当職員の

専従化について検討を進めます。

外部評価での左記指摘事項に対する

対応方針が、計画のどこに盛り込ま

れているか（どこで読めるか）確認

して下さい。

記載が不十分な場合は、加筆・修正

して下さい。

地域づくり推

進課

139 121 36 611 多文化共生 役割
市民の役割を「市民一人ひとり」と「団体」とに書き分け

るべき。

修正します。 中間案反映済
市民生活課

140 121 37 611 多文化共生 施策
「多文化共生センター」に関する具体的内容が欲しい。

（書けなければ現状と課題でも良い）

修正します。 中間案反映済
市民生活課

141 121 176 611 多文化共生
各主体

の役割

「各主体の役割」の記述で、行政の役割が貧弱に（自治会

加入呼びかけなど外国人に日本社会に馴染むよう働きかけ

るだけ）にみえてしまいます。「現状と課題」では情報発

信の工夫（多言語表記や「やさしい日本語」の使用などで

すよね？）が書きこまれ、基本事業②も先駆的な取組みな

ので、それらを交えて補記したほうがいいと思います。

修正します。 中間案に対しての委員追加意見⇒左

記へ対応を記載してください。

市民生活課

201 201 611 多文化共生 ＫＰＩ

第１次再生計画の成果指標のうち、進展度Ｄについての考

え方はどうなっているか。（6101外国人住民が住んでよ

かったと感じる割合）

第１次再生計画では、「住んでよかった」と「とて

も感じている」割合のみを対象としため進展度Ｄと

なりましたたが、第２次計画では「だいたい感じて

いる」割合も含めることとしました。

別シート「成果指標再点検」「進展

度Ｄの内訳」を参照の上、第2次計

画への指標引継ぎの考え方を左記に

記載して下さい。

市民生活課

142 122 38 621 文化芸術 ＫＰＩ 「文化ホールの入場者数」などを加えられないか。 修正します。 中間案反映済 文化交流課

143 123 39 621 文化芸術 役割

市民の役割について、「市民一人ひとり」は「だれもが」

というユニバーサルな視点が欲しい。

「団体」の役割も書くべき。

修正します。 中間案反映済

文化交流課

144 122 142 621 文化・芸術 ＫＰＩ

芭蕉祭の俳句応募数の数値は間違いではないか。 ＫＰＩの目標数値を修正します。

行政経営報告書記載数値については、一般、児童・

生徒の部にテーマの部等も含めた数値を報告しまし

た。ＫＰＩを芭蕉祭献詠俳句の一般と児童・生徒の

部のみとしていましたが、ご指摘いただきましたよ

うに整合性を図ることから、芭蕉祭献詠句として、

一般の部、テーマの部、児童・生徒の部、英語俳句

の部、連句の部、絵手紙、ポスター原画があること

から芭蕉祭献詠句等としてこれら合計の件数を指標

とします。

第９回審議会（成果指標検討）意見

⇒当日回答：合っている。一般、児

童生徒の部のみをカウントしたもの

であり、テーマの部を外している。

第１次再生計画も同様である。⇒平

成28年度行政経営報告書記載数値等

の整合を問われています。再度、確

認してください（数値の考え方等の

整理が必要では？）

文化交流課

145 124 40 622
歴史

文化遺産
ＫＰＩ

「文化財を活用した催しの参加者数」などに代えられない

か。

文化財施設の規模・内容等により、催しの開催回数

や内容が異なるため、参加者数が偏る場合がありま

す。現行の入館者数には、催しの際の参加者数もカ

ウントしています。

事務局確認事項⇒回答はされていま

すが、指標を修正するのか、しない

のか、左記へ対応を記載してくださ

い。

文化財課

146 129 41 623 スポーツ 役割
市民の役割について、「市民一人ひとり」は「だれもが」

というユニバーサルな視点が欲しい。

修正します。 中間案反映済 スポーツ振興

課

147 128 177 623 スポーツ 現状課題

「現状と課題」は全体的に文章が長く、読みづらいので再

考を。とくに２項目では、何が言いたいのか分からない

（全市的な公共施設最適化計画では調整が進まないので、

個別に利用者や地域住民、施設管理者等と調整を行う―と

いうふうにも読めてしまいます）ので趣旨が分かるよう、

言葉を絞り込んで書き直しが必要です。３項目も分かりに

くいので、書き直すとともに、国体の開催時期を明記した

方がいいです。

修正します。 中間案に対しての委員追加意見⇒左

記へ対応を記載してください。

スポーツ振興

課

148 130 42 631 市民活動 ＫＰＩ
「延べ」は不要ではないか。 修正します。 中間案反映済 地域づくり推

進課

149 131 43 631 市民活動 役割

市民の役割の中で「地域」だけでなく「社会」を構成する

主役という記載が必要。

「社協」の役割も書くべき。

修正します。 中間案反映済
地域づくり推

進課

150 130 122 631 市民活動
「センターへの登録」とは何の数字？　活動団体の数？ 修正します。 中間案反映済 地域づくり推

進課

151
130

138
123 631 市民活動

テーマ型の市民活動が、伊賀市の「地域自治」とどう連携

協力できるかは重要な課題である。中間支援の「ゆめぽり

すセンター」だけでなく、行政や事業者などがテーマ型の

市民団体とうまく連携できるような取り組みが必要であ

る。また7－1－1の地域内分権の項目にも、自治協のよう

な地域団体やテーマ型団体とどのように連携協力するかな

ど書いておいた方がよい、

修正します。 事務局確認事項⇒施策市民活動で

は、取り組みの必要性、地域内分権

では追記の必要性に意見がありま

す。どう対応した（する）か左記へ

記載してください。

地域づくり推

進課

総合政策課

152 130 151 631 市民活動
第１次と

の比較

「ソーシャルビジネス、コミュニティビジネス」に関する

記述がない（第１次には記述がある）

修正します。 事務局確認事項⇒左記へ対応を記載

してください。

地域づくり推

進課

193 193 631 市民活動 ＫＰＩ

第１次再生計画の成果指標のうち、進展度Ｄについての考

え方はどうなっているか。（3603認定ＮＰＯ法人件数）

修正します。 別シート「成果指標再点検」「進展

度Ｄの内訳」を参照の上、第2次計

画への指標引継ぎの考え方を左記に

記載して下さい。

地域づくり推

進課
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通番
中間

案頁

連番

（古い

順）

施策番号
施策

KEY
種類 指摘内容

対応方針

（修正する場合は「修正する」と

修正しない場合はその理由を記載してください）

事務局コメント等
担当課

資料２ 

153 133 178 632 域学連携
各主体

の役割

各主体の役割の市民の部分について「市民だれもが」行う

ことと、「（伊賀連携フィールドの民間参画団体など）推

進機関」が行うことーを分けて記述した方が良いと思いま

す。（市民だれもが研究活動に参画できるわけではありま

せん）

修正する。 中間案に対しての委員追加意見⇒左

記へ対応を記載してください。

総合政策課

154 134 44 641 住民自治 ＫＰＩ
「進行管理シートの実践件数」とすべき。 修正します。 中間案反映済 地域づくり推

進課

155 135 45 641 住民自治 役割
移住交流に関する市民・地域・市の役割もそれぞれ書くべ

き。

修正します。 中間案反映済 地域づくり推

進課

156 134 152 641 住民自治
第１次と

の比較

「ソーシャルビジネス、コミュニティビジネス」に関する

記述がない（第１次には記述がある）

修正します。 事務局確認事項⇒左記へ対応を記載

してください。

地域づくり推

進課

157 134 179 641 住民自治 ＫＰＩ

「地域まちづくり計画の見直し」が必要とありますが、指

標となっている「地域まちづくり計画進行管理シートの実

践件数」とは、古い（見直しすべき）計画に基づいたもの

ですか？　（そもそも進行管理シートがどんなものが分

かっていないのでトンチンカンな質問かもしれませんが）

住民自治協議会による地域まちづくり計画の進行管

理ができていないため、計画に掲げる目標をどれだ

け達成したかわかりにくい状態であります。このた

め、進行管理シートを活用し、地域課題解決のため

の取り組みがどこまで進んでいるかが把握すること

ができ、住民自治協議会の役員が交代しても継続し

た事業を実施して行くことができ、また地域まちづ

くり計画の見直しにつながって行くことになりま

す。

中間案に対しての委員追加意見⇒左

記へ対応を記載してください。

地域づくり推

進課

202 202 641 住民自治 ＫＰＩ

第１次再生計画の成果指標のうち、進展度Ｄについての考

え方はどうなっているか。（6402地域活動支援事業の協働

事業ができた件数）

H28年度は２件でありましたが、H27年度までは４

件と推移しており、年度により幅が振れる事から

「基本事業①」による成果報告会おいて効果等を検

証し、制度の充実に努めます。

別シート「成果指標再点検」「進展

度Ｄの内訳」を参照の上、第2次計

画への指標引継ぎの考え方を左記に

記載して下さい。

地域づくり推

進課

159 139 46 711 地域内分権 役割

市民の役割、地域の役割を書くべき。

市民の役割は、セクターごとに書くべき。

例えば、地域は「分権のリーダーシップを担う」など。

修正します。 中間案反映済

総合政策課

160 138 143 711 地域内分権 ＫＰＩ

どちらもアンケート結果によるものだが、内容と合わない

のではないか。

修正します。 第９回審議会（成果指標検討）意見

⇒当日回答：今の段階ではこれらに

依らざるを得ない。⇒指標を再度検

討してください。

総合政策課

161 141 47 712 広聴広報 役割 市民の役割、地域の役割を書くべき。 修正します。 中間案反映済 広聴情報課

162 141 48 712 広聴広報 誇れる
１つ目の視点に主語がない。文章の前後で書き分けるべ

き。

修正します。 中間案反映済
広聴情報課

163 140 49 712 広聴広報 施策
「市民の声の共有化と市政への反映」をどうやってするの

か。現状と課題でも良いので書いておくべき。

修正します。 中間案反映済
広聴情報課

164
142

143
50 712 広聴広報

課題

施策

改正個人情報保護法、ビックデータの活用について加える

べき。

修正します。 中間案反映済
広聴情報課

165 141 124 712 広聴広報 役割
「情報を受け取るよう努める」だけでなく、それを周囲と

共有するとともに、市政に意見を届けることもあるはず。

修正します。 中間案反映済
広聴情報課

166 141 125 712 広聴広報 施策

広聴の要素がない 修正しません。

広聴機能が充実していることが誇れる視点ではな

く、それも含んだ市政参加のしやすさが誇れる点と

考えますので、原文のままとしたい。（広聴の要素

がないというご指摘ですが、参声広場やパブコメな

どの広聴機能も市政参加の一環と捉えています。）

中間案に対しての委員追加意見⇒再

度、委員から意見が提出されていま

す。通番167へ対応を記載してくだ

さい。 広聴情報課

167 141 180 712 広聴広報 役割

「各主体の役割」の行政に関する記述が長すぎて分かりづ

らい。その一方で、情報発信ばかりで「広聴」の要素が書

かれていないのは不自然に感じます（基本事業①には広聴

機能の充実があるのに…）

修正します。 中間案に対しての委員追加意見⇒通

番166に対して再度、委員から意見

が提出されています。左記へ対応を

記載してください。

広聴情報課

168 144 51 721 財政運営 ＫＰＩ

財政４指標を入れるべき。

公共施設最適化計画の状況についても入れられないか。

（第１期実行計画のＫＰＩはどうか）

修正します。（財政４指標については検討しま

す。）

事務局⇒検討結果について左記に記

載して下さい。 財政課

169 145 52 721 財政運営 役割

市民の役割、地域の役割を書くべき。

例えば、市民は「関心を持つ、学習する、施設を大切に使

う」など。

地域は「自治を強化し、市民が担う公共領域の拡大に努め

る」など。地域委託をめざす視点を入れられないか。

修正します。 中間案反映済

財政課

170 145 53 721 財政運営 言葉 「納税環境の充実」という意味が分かりにくい。 修正します。 中間案反映済 課税課

171 147 54 721 財政運営 言葉
「ガバメントクラウドファンディング」は「公共によるク

ラウドファンディング」でよい。

修正します。 中間案反映済
財政課

172 144 181 721 財政運営 現状課題

「現状と課題」の文章が読みづらいです（「ため」の重ね

使い等）。３つ目の末尾「一連の手続きを理解し業務を行

なえるとは言い難い状況です」の主語は誰でしょう？（業

務とあるので担当職員ですか？）　だとすれば「業務を行

えているとは言い難い」と「て」を入れて、今後研修に

よって改善する―という流れにしないと、「行えるとは言

い難い」だと、法令などが変わらない限り、適切な業務は

無理－という後ろ向きの意味になってしまいます。

修正します。 中間案に対しての委員追加意見⇒左

記へ対応を記載してください。

財政課

課税課

173 145 182 721 財政運営 基本事業

基本事業③の終わりの文章、前半の「債権管理を進めてい

くために」は不要では？　（後ろに同じ意味のことが書い

ているので）

修正します。 中間案に対しての委員追加意見⇒左

記へ対応を記載してください。 債権管理課
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通番
中間

案頁

連番

（古い

順）

施策番号
施策

KEY
種類 指摘内容

対応方針

（修正する場合は「修正する」と

修正しない場合はその理由を記載してください）

事務局コメント等
担当課

資料２ 

174 148 55 722 組織人事 タイトル

「市民の期待に応えられる」ではなく、「再生計画を着実

に実行できる組織・人づくり」としてはどうか。

修正しません。

「再生計画を着実に実行できる組織・人づくり」で

は、狭義な意味での組織・人材育成になるので修正

することは考えていません。

―

人事課

175 149 56 722 組織人事 役割

市民の役割、地域の役割を書くべき。

例えば、市民は「良き理解者となり、望ましい職員上につ

いての意見を述べる」「必要な研修を提案する」「コミュ

ニケーションする」など。

地域は「地域担当職員像の提案」など。

修正します。 中間案反映済

人事課

176 148 155 722 組織人事
第１次と

の比較

「支所機能の充実」に関する記述がない（第１次には記述

がある:7-1-1）

修正しません。

現在協議中で、方向性等が未定です。「適正な組織

機構の再編」の中に、支所の再編・充実等も含まれ

ると考えていただきたい。

事務局確認事項⇒左記へ対応を記載

してください。
総務課

177 148 156 722 組織人事
第１次と

の比較

「行政サービス向上、総合窓口・ワンストップ化」に関す

る記述がない（第１次には記述がある）

修正します。 事務局確認事項⇒左記へ対応を記載

してください。

総務課

行財政改革推

進課

178 148 183 722 組織人事 現状課題

「現状と課題」の文章が長いうえ、主語がないので分かり

にくいです。例えば第１段落の２番目の文章の主体（「そ

れぞれの個性、特性を生かした」のそれぞれや、「自らが

政策形成の主体となり」の自ら）は誰のことですか？（←

「政策を決定し執行する役割」とも書かれているので、議

会も含めた「地方自治体」全般でしょうね）　続く３番目

の「マイナンバー制・・・」で始まる文章の主語は、おそ

らく「自治体職員」でしょうか。主語を明らかにして再整

理してください。　また３つ目の文章「伊賀市定員管理方

針において『・・・』との記載があります」という書きぶ

りも、他人事のようで違和感があります。この定員管理方

針は行政が定めたものではないのでしょうか？　行政自身

が定めたものであれば「伊賀市定員管理方針では『…』と

規定しています」という書きぶりになるのでは。

修正します。 中間案に対しての委員追加意見⇒左

記へ対応を記載してください。

人事課

179 184 722 組織人事 現状課題

「各主体の役割」の市民の記述ですが、「市民だれもが、

行政職員とよく話し合い、お互いの理解を深めます」とま

で言ってしまっていいものでしょうか？　多くの市民は、

必要に応じて行政とかわるので、「市民は」位の表現にと

どめた方がいいかと思いますが。

修正します。 中間案に対しての委員追加意見⇒左

記へ対応を記載してください。

人事課

180 149 185 722 組織人事

市役所を利用した人へのアンケートボックスは設置しない

のか。実施することで、ＫＰＩ指標になりうると考える。

修正します。 中間案に対しての委員追加意見⇒左

記へ対応を記載してください。

総務課

行財政改革推

進課

203 203 722 組織人事 ＫＰＩ

第１次再生計画の成果指標のうち、進展度Ｄについての考

え方はどうなっているか。（7223コンビニ交付サービスに

よる証明書発行件数）

修正します。

（廃止）

別シート「成果指標再点検」「進展

度Ｄの内訳」を参照の上、第2次計

画への指標引継ぎの考え方を左記に

記載して下さい。

人事課

181 151 57 723 広域連携 役割

市民の役割、地域の役割を書くべき。

例えば、市民は「定住自立圏に関心を持つ」「広域的視野

を持つ」「市民どうし交流する」など。

地域は「自治協間での交流」など。

修正します。 中間案反映済

総合政策課

182 151 58 723 広域連携 施策 「定住自立圏」のことはもっと書けるのではないか。 修正します。 中間案反映済 総合政策課

183 152 59 724 情報化 ＫＰＩ

当たり前の指標になっているので、別のものがないか。 修正しません。

情報化を進めるうえで当たり前に安定的稼動をし、

当たり前にセキュリティが守られていることが最も

重要であるため目新しい指標ではないが現行のとお

りとしたい。

― 広聴情報課

184 153 60 724 情報化 役割 市民の期待、地域の役割を書くべき。 修正します。 中間案反映済 広聴情報課

185 155 61 725

進行管理・

行政マネジ

メント

役割

市民の役割、地域の役割を書くべき。

例えば、市民は「外部評価にかかわる」「施策を提案す

る」「総計への理解を深める」「フォーラムなどに参加す

る」など。

地域は「地域の役割を認識する」など。

修正します。 中間案反映済

行財政改革推

進課

186 155 126 725

進行管理・

行政マネジ

メント

基本事業①

「行政経営協議」については説明または注釈が必要。評価

の記述に「市民アンケート」によるニーズ把握などは盛り

込まなくていいのか

修正します。 中間案反映済 行財政改革推

進課

総合政策課

187 154 144 725

進行管理・

行政マネジ

メント

ＫＰＩ

総合計画の認知度を指標としているが、基本的には市民に

総合計画を認知させるのは難しい。自治基本条例の認知度

などならわかるが、もっと具体的な指標を検討すること。

修正します。 第9回審議会（成果指標検討）意見

⇒左記へ対応を記載してください
総合政策課

204 204 725

進行管理・

行政マネジ

メント

ＫＰＩ

第１次再生計画の成果指標のうち、進展度Ｄについての考

え方はどうなっているか。（7241市の各種事業について、

進行管理ができていると思う割合）

引き続き指標とします。

（第1次計画での進捗目標と同水準を目指す）

別シート「成果指標再点検」「進展

度Ｄの内訳」を参照の上、第2次計

画への指標引継ぎの考え方を左記に

記載して下さい。

行財政改革推

進課

205 205 725

進行管理・

行政マネジ

メント

ＫＰＩ

第１次再生計画の成果指標のうち、進展度Ｄについての考

え方はどうなっているか。（7242廃止又は整理統合を行っ

た審議会数）

「伊賀市審議会等の見直し方針」における計画期間

（終期：H29.3.31）後の取組について未定である

ため引き継がないこととしました。

別シート「成果指標再点検」「進展

度Ｄの内訳」を参照の上、第2次計

画への指標引継ぎの考え方を左記に

記載して下さい。

行財政改革推

進課
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