
第2次伊賀市総合計画第2次再生計画中間案パブリックコメントに寄せられた意見及び意見への対応

番号 該当頁 施策 分野（箇所） ご意見（原文のまま） 担当部・課 ご意見への対応
修正対応

（該当箇所）

1
20～
21

第２章　第１次再生計画の
総括と課題

第２次再生計画の策定に向けてについて、観光における収益の拡大、生活困窮者支援、子
育て支援も位置づけられるべきだと思います。観光については、鳥取県境港市のような町お
こしを忍者に関連するアニメ（ＮＡＲＵＴＯやハットリくん）を取り上げるべきだと思います。当
然、駐車場や宿泊先、食事場所等の問題が出てきますが、その検討を進めることで雇用も
これまで以上にうまれるのではないでしょうか。生活困窮者支援については、本来、重層的
できめ細かな支援があれば福祉の対象者でなく、納税者になれる市民がいるなかで、現在
では隣保館や教育集会所事業、社会福祉協議会、学校が中心的な取組主体であり、伊賀
市の健康福祉部がもっと具体的政策を構築し取り組めば、福祉にかかる支出の削減につな
がることが多くあるにも関わらず、非常に取り組みが弱いです。それは名張市との対比を根
拠としています。行財政がますます厳しくなるなかで将来的に納税者がこれまで以上に増え
るよう、初期投資をして生活困窮者を生み出さない政策が必要だと思います。子育て支援も
同様であり、名張市以上の支援策を講じないと、転出超過に歯止めがかからず、出生率も
向上しないと思います。この３点は、再生計画に必要ないのでしょうか。「伊賀市らしさ」の追
求という漠然とした内容よりも、具体案を示さないと１次で生じてきた課題が課題のまま、今
回の計画、以後の計画に引きずられていくと思います。

総合政策課

第２次再生計画の策定に向けて【求められる視点】として、「人口減少」、「時代変化」、「伊賀
らしさ」といった、大きな３つの視点で捉え、次に続く第２次再生計画の３つのテーマへつなげ
ています。ご意見いただきましたことについては、個別施策の参考とさせていただきます。な
お、計画後半では「人口減少対策」や「にぎわいづくり」など各施策の横断的な取り組みとし
て新たに設定しています。

修正なし

2
36～
41

健康づくり、医療

健康づくりについて、乳幼児の予防接種の任意にかかる助成を今年度からはじめられたこ
とは、ようやく他市においついてきたと一定の評価をしていますが、大変遅いとも感じていま
す。もっと早くできたことが伊賀市誕生から１０年以上もかかりました。一方、前述の調査結
果からは、経済的理由により、予防接種（任意）を受けることができず、インフルエンザに毎
年かかり、保護者が仕事を休まざるを得ず、職場にいづらくなったり、給与が減額されるなど
の、より厳しい状況を生み出しています。保護者自身が経済的理由により産婦人科に通え
ないとの声もありました。こうした市民の具体的な声を把握されていながら「自分の健康は
自分でつくるもの」という表現は、まさに「自己責任論」であるとの受け止め方を私はしまし
た。伊賀市行政は、生活困窮者に対して「自己責任論」を押し付けるような視点で健康づくり
も考えているのでしょうか。ロタウィルスワクチンは一本１４，０００円していたものに助成をさ
れましたが、月収１２万円程度の世帯に助成されたといえど、任意の予防接種を受けられる
経済的余力があるという根拠はどこにあるのでしょうか。

健康推進課

「自分の健康は自分でつくるもの」という概念は、自分が健康でありたいと願い、それに向け
て取り組む前向きな気持ちを持っていただくということです。その上で個人の健康に関する取
り組みに加えて、家族、地域や関係機関、行政がそれぞれの役割を持ち共同で作り上げるも
のだと考えます。

修正なし

3
36～
41

健康づくり、医療
私だけかもしれませんが、任意の予防接種を受けられないのは自己責任だから、自己管理
で感染しないよう努力しなさいと読み取れる表現だと思います。

健康推進課
市民一人ひとりが、健康に向けての生活習慣の見直しや取り組みのことを自己管理と考え
ます。

修正なし

4
36～
41

健康づくり、医療

子どもの医療費について病院窓口での現金負担を廃止してほしいとの意見が多くありまし
た。緊急時も含め現金を持っておきたいという保護者の声です。子育て支援や貧困対策に
ついても本計画で触れられているなかで、今後の政策に反映するつもりはないのでしょう
か。市単独でできないのなら、三重県への要望などは必要ないのでしょうか。

保険年金課
伊賀市独自で、子ども医療費の窓口無料化の実施に取り組みます。今後、医療機関等の関
係機関と充分に協議を行いつつ、システム構築や運用に係る詳細を決定するなどの準備を
進めます。

修正

5
42～
57

福祉総合相談、障がい者支
援、生活支援、社会福祉・
地域福祉、子育て・少子化
対策

２０１５年１２月に伊賀市の関係各課とともに７４８世帯の児童扶養手当を受給している世帯
に生活実態調査（以下「２０１５児扶手当世帯調査」という）を実施した結果、２３５世帯に協
力いただきました。
「２０１５児扶手当世帯調査」では、「子育て包括支援センター」を知らない方が３６．６％と３
割を超えていました。これでは目標値の設定自体に問題が出てきます。市民すべてが知っ
ているなかで、相談件数がどれほどあったということが指標になるべきではないでしょうか。
ちなみに、「２０１５児扶手当世帯調査」では経済的支援や貸付制度について、「児童手当」
は０．４％、「子どもの医療費助成」は３．０％、「公的年金制度」は３２．８％、「生活保護」は
７．２％、「就学援助」は１６．６％、「母子・父子福祉資金貸付」は６４．７％、「生活福祉資金
貸付」は７３．６％が知りませんでした。「相談機関や相談窓口」では、「母子・父子自立支援
員」は４７．２％、「民生委員児童委員」は２０．４％、「ファミリーサポートセンター」は５５．
７％、「伊賀市社会福祉事務所」は４０．０％、「伊賀市児童相談所」は３３．２％、「市の無料
法律相談」は２７．７％、「家庭児童相談室」は４９．８％、「ふれあい教室」は４８．５％、「乳幼
児相談」は３３．６％が知りませんでした。その他、就労支援にかかる制度や保育・教育支援
制度の認知度も厳しい状況にました。制度を知らない人を結果として無視をしたかたちでの
計画策定でよいのでしょうか。

健康福祉部
・

教育委員会

この分野に限らず、様々な制度を多くの市民が知っているという視点は大切な部分であると
認識しています。あらゆる分野で十分な啓発に努めるとともに、情報提供を行いながら事業
を進めていきたいと考えています。【健康福祉部】
十分な啓発に努めるとともに、情報提供を行いながら事業を進めていきたいと考えていま
す。【教育委員会】

修正なし

6
42～
57

福祉総合相談、障がい者支
援、生活支援、社会福祉・
地域福祉、子育て・少子化
対策

「２０１５児扶手当世帯調査」の結果は、庁内でどのように取り扱われ、どの範囲まで共有さ
れているのでしょうか。共有をされていて、この程度の計画内容なのでしょうか。

健康福祉部
調査については、同和施策審議会の作業部会で実施されたものであり、直接、総合計画に
反映するものではないと考えます。結果については、当該部会を通じて担当課で把握してい
ますが、総合計画再生計画への個別具体的な記述には至っていません。

修正なし

7
42～
57

福祉総合相談、障がい者支
援、生活支援、社会福祉・
地域福祉、子育て・少子化
対策

「２０１５児扶手当世帯調査」の結果は、生活困窮者の声を拾い上げただけで、福祉総合相
談、障がい者支援、生活支援、社会福祉・地域福祉、子育て・少子化対策、それぞれのなか
に何も反映されないのでしょうか。

健康福祉部
計画の中の現状と課題（Ｐ42）を踏まえた上で、それぞれの事業に取り組みたいと考えてい
ます。

修正なし

8
42～
57

福祉総合相談、障がい者支
援、生活支援、社会福祉・
地域福祉、子育て・少子化
対策

「今後は、子育てに関するニーズを的確に把握し、・・・」について具体的にどのようなかたち
をもってニーズを「的確に把握」していこうと考えているのでしょうか。

こども未来課

子育てに関するニーズの把握については、平成25年10月、「伊賀市子ども・子育て支援事業
計画」策定の際実施した、就学前児童及び小学校３年生までの保護者を対象のアンケート調
査結果を踏まえるとともに、関係担当課において、訪問や面接等により子育て中の保護者等
から相談を受けたり、各子育て支援事業に取り組む中で、ニーズ把握させていただいていま
す。

修正なし

9
44～
45

障がい者支援
１．障害者差別解消法について「一切」触れられていませんが、それでよいのでしょうか。差
別という言葉すら登場しませんが、伊賀市には市として取り組むべき、障がい者支援のなか
で「差別」については何もしないということでしょうか。

障がい福祉課

障がい福祉の分野別計画である「伊賀市障がい者福祉計画」で、基本理念として、お互いの
人権を尊重しあいながらだれもが自分らしく暮らせるまちをつくるとしています。
そのためには、障がいのある人に対しての理解が、まだまだ十分でないことも認識していま
す。これまで取り組んできました市民や企業への啓発についても、引き続き取り組み、障が
いのある人の理解を深めていきたいと考えます。

修正なし

10
44～
45

障がい者支援

権利条約を批准したことで国内法よりも上位に位置する国際条約に一切触れることなく、計
画を策定する姿勢を問います。名張市で今年度から施行されたような障害者差別に関して
各則の禁止規定や合理的配慮について謳った条例づくりに一切触れられていませんが、そ
れでよいのでしょうか。計画よりも条例は上位に位置するものでありながら、何も触れないと
は意図的なものだと思いますが、一言も出てこない具体的理由があれば教えてください。私
はこれこそ重要課題として計画に謳うべきだと思いますが、どうでしょうか。

障がい福祉課

伊賀市では、「伊賀市における部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃に関する条例」
を合併当初に制定しています。人としての尊厳が侵害されることなく、障がいのある人を含
め、全ての市民の基本的人権が真に保障されるように、部落差別をはじめとするあらゆる差
別をなくし、明るく住みよい伊賀市の実現を図るとともに、市民・企業・団体等の人権意識の
高揚に寄与することを目的として、市や市民等の責務についても規定しています。従来より、
本条例を意識した政策推進や啓発に関する取り組みを行っていますが、ご指摘いただきまし
たように、障害者差別解消法施行の年度でもございますので、今後については、更なる充実
を意識して取り組んでいきたいと考えます。
また、障がい福祉の分野別計画である「伊賀市障がい者福祉計画」で、障害者権利条約を
計画策定の背景として位置づけています。

修正なし

11
52～
53

社会福祉・地域福祉
貧困や生活困窮者支援などの文言が一つもありませんが、それが伊賀市の社会福祉・地
域福祉なのでしょうか。

生活支援課

分野別計画を策定する上で、ご指摘の貧困や生活困窮という事象は、子育て、障がい、介
護、健康などとともに生活課題として位置づけており、この政策分野においては、そういった
課題に対する体制や制度を記載しています。具体的な貧困や生活困窮者支援については、
特に1-2-④「生活支援」で施策として位置付け、生活困窮者を支援し、自立を助けるための
基本事業として「生活保護事業」「生活困窮者自立支援事業」に取り組むこととしています。

修正なし

12
56～
57

子育て・少子化対策
少子化対策が結婚サポート、この程度の施策とも言えないものが、伊賀市の総合計画で重
要事項である少子化対策に位置づけられること、情けないです。

こども未来課

当市が、「伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略」において、「来たい・住みたい・住み続けた
い伊賀づくり」目標に、「結婚・妊娠・出産・子育てまでの切れ目ない支援」を進めることとして
おり、単に、結婚支援のみではなく、様々な角度から一体的に少子化対策に取り組みたいと
考えています。

修正なし

応募数：３名、８６件

資料５ 
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番号 該当頁 施策 分野（箇所） ご意見（原文のまま） 担当部・課 ご意見への対応
修正対応

（該当箇所）

13
56～
57

子育て・少子化対策

「２０１５児扶手当世帯調査」の結果から、支援制度を知らない人たちが多くいることがわ
かってきましたが、周知や啓発に重点を置く必要はないのでしょうか。相談窓口や制度は
あっても「そもそも制度や窓口そのものを知らない」ことが根本的な問題であり、１００％の認
知度を目標に、具体的な取組を構築する必要はないのでしょうか。

こども未来課
十分な啓発に努めるとともに、情報提供を行いながら事業を進めていきたいと考えていま
す。

修正なし

14
56～
57

子育て・少子化対策
子育て世帯をはじめ、「２０１５児扶手当世帯調査」の結果から、制度や相談窓口の周知不
足が明らかになったなかで、保護者等への制度や窓口に関するわかりやすい啓発媒体は
つくられたのでしょうか。

こども未来課

子育てに関する制度、サービス及び相談窓口の周知については、ホームページ、フェイス
ブック、広報いが市、チラシなどを活用し、サービスが必要なタイミングで利用いただけるよう
に情報発信をしています。
それに加え、今後、それぞれの担当課から発信している子育て関連情報を一冊にまとめた、
子育てガイドブックを作成していきたいと考えています。

修正なし

15
56～
57

子育て・少子化対策

周知の方法について、教育行政や小中学校、高等学校、各種病院、保育園、民生委員児童
委員、隣保館や市民センター、自治協議会との調査結果の課題の共有と、制度の周知徹底
のための連携はとられたのですか？貸付制度を知らないために消費者金融に手を出し、返
済に追われているという窮状を訴えている市民が調査で明らかになりました。そのことへの
具体的な言及がありませんが、今後もそのような市民をつくってきた政策を続けるおつもり
でしょうか。

こども未来課

福祉関係の貸付制度については、福祉的な支援を必要とされる方が対象となる性質上、民
生委員児童委員をはじめとする相談機関に対して周知しています。相談を受ける者が適切
に制度を紹介できるよう啓発に努め、市民の皆さまには相談窓口を積極的に広報していきま
す。
なお、母子・父子・寡婦福祉資金については、年に１度児童扶養手当受給者に直接郵送する
という形で周知しており、継続して広報していきます。

修正なし

16
104～
105

同和

同和という表現は、これでよいのでしょうか。私の場合、「同和」という表現は「同胞融和」の
略語だと認識しています。伊賀市の認識の低さを思わせます。通常、「同和問題」と使われ
てきたはずですが、いつから、このような表現を使われはじめたのですか。伊賀市の職員の
間では、啓発や教育が届いていない市民と同じような感覚で、「同和問題」とは言わず、「同
和」というように、当事者によっては侮蔑的に感じるような表現を日常的に使われているので
すか。「同和地区出身者」を「同和の人」というように語る市民と同じ感覚で、市長も市の重
要課題と言われる社会問題を、このように捉えているんだと落胆しました。「障がい者支援」
「高齢者支援」「同和」。違和感をもたないのでしょうか。何のために研修をしてきたのか、し
ているのか、何のために当事者が訴えてきたのか、きているのか、どれだけの人たちが差
別で傷ついてきたか、そんなことを思うと、この「同和」という表現は、本当に残念でなりませ
ん。

同和課
施策名を「同和」から「同和問題」に修正します。
部落差別撤廃の取り組みを今後も進めます。

修正

17
104～
105

同和
指標は同研も大切ですが、自治協議会の部会のなかで人権や同和問題に取り組む部会、
名称に人権という部会名がある自治協はどれくらいあるのでしょうか。それが市民活動の現
状と課題の一つの現れではないでしょうか。

同和課

38の住民自治協議会の中で、部会の名称に人権という文字がある住民自治協議会の数は
13であり、それ以外の25の住民自治協議会では別の名称となっていますが、すべての住民
自治協議会で、同和問題をはじめとするあらゆる人権問題に熱心に取り組んでいただいて
います。
部会の名称よりも、様々な人権問題に取り組む姿勢や内容が重要であると考えます。

修正なし

18
104～
105

同和
「市民の意識」について「まちづくりアンケート」を入れるということですが、ここでは実態調査
の結果ではないのでしょうか。誰に満足度を聞くのか、それが当事者でない市民でよいので
しょうか。

同和課

実態調査は、同和地区に居住している人を対象に実施します。地域の実情や施策ニーズを
把握し、同和問題の早期解決の視点に立った取り組みを進めるために、「同和施策推進計
画」において必要で具体的な施策を立案するに際しての基礎資料とするものです。
　一方、広く市民全体の意識を確認するために、「伊賀市まちづくりアンケート」での満足度の
結果を活用します。

修正なし

19
104～
105

同和
１０５ページの下から３行目の「・・・学力・進路保証がされていない児童生徒に・・・」は「・・・
学力・進路保障がされていない児童生徒に・・・」ではないのでしょうか。

同和課 「学力・進路保証」を「学力・進路保障」に修正します。 修正

20
114～
115

生涯学習

学校地域支援本部の取組、目的達成のための指標は位置づけないのでしょうか。学習支援
を展開する施設数などです。経済的理由により子どもを塾に通わせることができない世帯が
あるなかで、有意義な助成事業を全市的に展開するようなことも目標に位置づけていただき
たいです。

生涯学習課

学校支援本部事業については、小・中学校を中心に地域の教育力（社会教育分野から）を総
動員して学校教育を支援し、児童・生徒の成長をサポートしていこうというものです。その中
で地域未来塾事業については、経済的な理由で学習習慣が身についていなかったり、学習
塾へ通えない生徒（児童）を対象に、元教員や教師を目指す学生などの地域の協力を得な
がら学習の機会を提供し、子どもをめぐる貧困を断ち切り、学力と将来進路を保障していけ
るような事業をめざします。学習支援を行う施設については、実施主体の実態に応じて柔軟
に設定しますが、将来的には地域の公民館や集会所、或いは学校の空き教室等を拠点とし
て、支援体制が整うところから、地域未来塾の取り組みを全市的に展開させていきたいと考
えます。地域力の向上と学力保障を目的とした事業であるため、施設数などの指標の位置
づけはしない方向です。

修正なし

21 図書館の件

図書館の件
・書庫と閲覧室
聞くところによると、「中２階を書庫にする」とのことですが、逆に「１階を書庫にする」のが
bestです。大変なwtで中２階の床が撓む、抜ける、補強する（？）では無駄、しかも１階の空
調は図書保存程度しか出来かねる筈です。
・外壁清掃
一新して洗浄すべきです。
・窓ガラス
現在は板ガラスなので１階は網入りガラス等に交換を要します。
・喫茶室
外部にプレハブで新築するのが良いでしょう。

中心市街地推進課

平成28年９月にお示しした南庁舎のリノベーション（改修・活用）は、現時点の案となっていま
す。
今後はこの案を具体化するため、図書館や忍者関係など導入を予定する機能の関係者や、
専門家の意見を伺いながら、気軽に、何度も訪れたくなる施設を整備し、賑わいを創出して
いきたいと考えています。

修正なし

22 新市役所
四十九町がbetterです。それは近々、中部地方に大地震（震度５以上）が予想されます。地
震帯から出来るだけ離れるべきで、その折は上野城とてどう成るかわかりません。

管財課
平成26年９月市議会において伊賀市役所の位置を変更する条例が可決され、伊賀市四十
九町に移転することが決定しています。建設する庁舎については、免震構造を採用し、災害
に強い庁舎を目指しています。

修正なし

23 交通網 周辺の自治体は自治会有志で買い物ワゴンを週一回運行させるのはどうですか。 交通政策課

市内では既に、NPO法人や自治組織などが、独自で買い物バスなどの無償送迎をされてい
る事例があります。これらは、実態として市民の一定のニーズを満たしている状況があります
が、道路運送法に基づく運行形態でないことから、国の認可や届出などを必要とせず、安全
運行の確保や持続性の点等で課題もあります。現在のところ、これらの運行に対して市とし
て支援するなど、関わりを検討するに至っていません。

修正なし

24 高齢者の日用品 コープのバスを周辺に運行さすべきでしょう。 介護高齢福祉課
高齢福祉を担う福祉部局では、公共交通を補う移動手段として、地域企業に協力を得ていき
たいと思います。

修正なし

25 物産展 伊賀の物産展は月一回位、要所要所で開催宣伝すべきでしょう。 観光戦略課
P75具体的な取組：基本事業①に「伊賀市の多様な観光資源と、伝統革新が融合する物産
をさまざまなツール用いて情報発信し、観光誘客活動を行います。」と記載しています。（現
状でも行政が関わる物産展は年間延べ約10日開催もしくは参加しています。）

修正なし

26 教育 近大高専に建設科（建築・土木専攻）を設けさせては？ 総合政策課

本市の産業構成で大きなウェイトを占める製造業の各企業の皆様からも、必要な人材育成
の要望も高まっており、市内県立高校での建築、土木系の学科復活に向けて関係機関へ要
望を行っていくこととしています。なお、今後、近畿大学と連携することを検討していますの
で、ご意見をお伝えいたします。

修正なし

2 
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修正対応

（該当箇所）

27 全体

本中間案は、伊賀市の「最高規範」※自治基本条例第5条として定められている『伊賀市自治基本条
例』の「基本理念」に則しておらず、自治基本条例との“整合性”※自治基本条例第5条が図られてい
ない。よって、本中間案のみならず、しかるべき時点の段階まで遡った上で、全ての計画、
審議を一からやり直す必要がある。以下にその理由を示す。

伊賀市自治基本条例【以下「自治基本条例」】第3条（基本理念）には、
(1)補完性の原則に基づき、市民自身あるいは地域自らの責任のもと、まちづくりの決定や
実行を行うとともに、市は、これらの活動を支援し、また、市自らも改革を進めるなど、市民
が主体となり地域の個性が生きた自治を形成する。

とあるが、「補完性の原則」という概念を、未だ市民のみならず、市当局自身が本質的に理
解できていないため、市が行う全ての施策において、同条例第3条（1）に則した施策の立
案、遂行ができていない。よって、施策ごとの具体例（想定される取り組み手法を補完性の
原則に基づき優先順位付け）を明記する必要がある。

総合政策課

自治基本条例第15条では、計画策定における市民参加の原則として、「市は、総合計画をは
じめとする重要な計画の策定及び見直しに際しては、市民の参加を図らなければならな
い。」とされており、同条例第16条（計画策定における市民参加の方法）、同条例第17条（審
議会等への市民参加）の内容に則り、計画策定を進めています。

第２次再生計画の策定に際しては、第１次再生計画に掲げた各分野の振り返り、毎年行って
いる施策評価や事務事業評価、今年度から始めた総合計画審議会による外部評価、伊賀
市まちづくりアンケートの結果やそれに基づく経年変化の把握、各施策において個別に行っ
ているアンケートや意見交換会、その他説明会や懇談会、自治組織との情報共有など、さま
ざまな場面で、市民の皆さんや各種団体、企業等からのご意見や踏まえたものとしていま
す。
再生計画のように市全体を俯瞰しつつ、４年間で取り組む計画については、施策等の方向性
を示すものであり、施策ごとの具体例や優先順位付けは、各年度において市民の皆さんの
ニーズや社会経済情勢、毎年の施策評価や事務事業評価、外部評価の結果、予算の状況
などを踏まえ検討することとしています。

修正なし

28 計画全般

計画内容の説明会開催やパブリックコメント募集に際し、市行政は、市民の関心を高める対
策を実施してほしい。今の情報の開示・伝達のやり方では、ほとんどの市民は大切な情報を
知ることができないと思います。
市民の多くが参画できるような意見募集になることを望みます。

第2次伊賀市総合計画には、私たちの将来像を「ひとが輝く　地域が輝く　伊賀市～勇気と
覚悟が未来を創る～」とし、将来像の実現に向けて取り組むこととしています。それには、
「自分たちのまちは自分たちでつくる」という認識を持つことです。と記述されています。
しかし、計画書の内容について市民への徹底した開示がなされていないため、ほとんどの
市民は知ることはないと思います。
そのような状態では、上記の目標の伊賀市の実現は難しいと思います。

総合政策課

総合計画や他の計画策定について、市民の皆さんからのご意見を聞かせていただくため、
職員のプレゼンテーション能力や、広聴の手法等に課題があると考えています。今後、シティ
プロモーションの推進に合わせ、広聴の手法等について検討することとしています。
また、総合計画については、伊賀市ホームページ等で公開し、策定時には概要版を全戸配
布していますが、第２次再生計画についても策定後、概要版を配布するとともに、継続的に
総合計画の認知度が向上する取組を行います。

修正なし

29 計画全般

市には、多くの計画書があり「この計画は、地域まちづくり計画と整合・連携・連動する計画
です。」と記述されています。
また、自治基本条例第28条には「市は総合計画をはじめとする重要な計画を策定する際に
は、広域的な観点から調整が必要な場合を除き第1項の地域まちづくり計画を尊重するもの
とする。」と記述されています。
しかし、本年度から取り組む予定の「新たな地域まちづくり計画」は策定されていません。
平成26年8月26日に開催された市政運営会議に提出された資料には、市が、平成26年9月
までに地域まちづくり計画見直しのマニュアル書を作成し、各住民自治協議会に配布する。
そして、平成27年中に「新たな地域まちづくり計画」を策定することが記述されています。
しかし、現在、新たな地域まちづくり計画は策定できていません。
勇気と覚悟を持って取り組む市の職員さんの仕事とは、矛盾しているように思います。
どのようにして、この「新たな地域まちづくり計画」を尊重されているのか教えてください。

総合政策課

現段階においては、見直し途中の地域まちづくり計画の反映は物理的に不可能です。ただ
し、これまでの地域まちづくり計画や平成27年度に住民自治地区連合会、住民自治協議会
の皆さんと市が作成した「地区振興計画」もございますが、過去に作成された計画でもあるた
め、社会経済情勢や地域の状況なども変化しています。このことから、第２次再生計画の策
定において、地域まちづくり計画の策定主体である、住民自治協議会の皆さまには、8月に
は第２次再生計画の考え方、10月には、中間案を説明させていただきご意見もいただくとと
もに、今後、自治基本条例第26条に基づき、各住民自治協議会に諮問させていただき、答申
を得るなど、地域の皆様からの意見集約に努めています。

修正なし

30 計画全般

伊賀市総合計画審議会が慎重に協議を重ね適当と認められた第2次再生計画（中間案）
は、当然、他の計画との整合・連携・連帯について話し合われたと思いますが、会議にて提
出された参考資料の「これまでの取組経過」には、記述されていません。
この重要点に関しての審議をされたのか教えてください。

総合政策課

総合計画審議会へは、第２次再生計画の各施策や基本事業案として提示し、審議いただい
ていますが、各個別計画と対比しての議論ではありません。各個別計画に記載された施策
や事業、又、今後、個別計画の策定や改定に盛り込むための方向性など、審議いただいて
います。

修正なし

31 計画全般

第2次再生計画の成果を上げるためには、市職員が「伊賀市職員行動指針」「伊賀市人材
育成方針」を「勇気と覚悟」を持って取り組むことが必要ではないでしょうか。
また、「自分たちのまちは自分たちでつくる」意思を持って、計画を達成するには、市民が計
画の取り組み内容を自分のものとして捉まえることが必要だと思います。
しかし、今の市の計画書の作成のやり方では、ほとんどの市民は、計画の内容を知ることは
できないと思います。市行政が立てる計画書は、役に立たない計画書となってしまいます。
なお一層の市民と行政の情報の共有化を望みます。

総合政策課

パブリックコメントの募集やタウンミーティングの開催、各住民自治協議会の皆様からもご意
見をいただく機会を設けておりますが、確かに多くの市民の皆様にどうお伝えし、ご意見等い
ただくか課題はあると捉えています。まちづくりの主役であります市民の皆様と情報共有を深
めることが、まちづくりの第１歩となりますので、今後の参考とさせていただきます。

修正なし

32 計画全般

伊賀市まちづくりプランの17ページには

　　伊賀流住民自治の実現に向けたパートナーシップの形成
i）情報の共有化による協働のまちづくり
計画なくして実行なし、参加なくして計画なし、情報なくして参加なし。住民参加をどのように
進めて行くかが、行政改革の重要なポイントです。
情報を共有していくためには、単に行政を情報を公開するだけでなく、様々な手段によって
積極的に発信し、さらに、住民がその情報に対するチェック機能を強化させることで、住民
自身が行政に対する参画意識を高めていくことが大切です。
計画段階から住民と行政が一体となって生活者起点の発想で施策展開を図ることで、住民
が、ずっと住み続けたくなるようなまちづくりを進めます。

と記述されています。
しかし、市は、この市民との約束を、無視されているように思えてならない。

伊賀市在住の市の職員さんが、在住地域で、勇気と覚悟を持って、計画内容を実践すれば
市民からの信頼性が高まると思います。

総合政策課

再生計画の進捗状況について、伊賀市ホームページにより行政経営報告書や事務事業評
価結果を公表していますが、わかりにくいとの指摘もいただいています。
第２次再生計画の進捗管理にあたっては、市民の皆様にわかりやすくお伝えできる手法を検
討しています。

また、市職員も地域の一員として、地域のまちづくりに参画している職員もいますが、他の職
員についても参画に努めるよう、周知・啓発いたします。

修正なし

33 2
第1章　策定にあたって
「策定趣旨」

公平性・透明性の
ある市民主体の市
政運営を基本に、
市民目線で分かり
やすいものとすると
ともに、簡素で効率
の良いマネジメント
サイクルによる市
政運営を進めるこ
ととしています。

市民と行政が地域の現状と課題を共有する公平性・透明性のある市民主体の市政運営を
基本に、本格的な行政評価と外部評価を実施し、評価の信頼性を高める市政運営を進める
こととしています。の記述にしてください。再考をお願いします。

行財政改革推進課

ご意見のように公平性・透明性のあるという状態は、信頼性があることを前提とするものと考
えています。
市が行う行政評価の信頼性を高めるなどのために、平成28年度に外部評価を試行的に実
施し、平成29年度以降も継続実施する予定です。
また、評価については、「公平性・透明性のある市民主体の市政運営」を進めるための手段
として行うものと考えております。

修正なし

34 3
第1章　策定にあたって
「第2次伊賀市総合計画の
全体構成と期間」

行政だけではなく、
市民や自治組織、
市民団体、企業等
が共に連携・協力
してまちづくりを行
うための、地域経
営の計画として位
置づけます。

市職員が一丸となって、勇気と覚悟のまちづくりの推進役を発揮し、市民や自治組織、市民
団体、企業とが共に連携・協力してまちづくりを行うための地域経営の計画として位置づけ
ます。の記述に再考をお願いします。

総合政策課
第２次再生計画基本構想に掲げている内容を、そのまま引用していることや、市の記述には
市の職員は含まれていると解します。

修正なし

35 5
第２章　第１次再生計画の
総括と課題　「重点プロジェ
クト」

このため、今後は、
対外的な～

このため、今後は、県の農業アドバイザー制度を活用した地産地消を目的とした農産物づく
りの取り組みと農業の6次産業化の推進など対外的な～の記述に再考をお願いします。

産業振興部
農業施策に特化した記述ではなく観光・農林業連携プロジェクトに関する記述です。ご理解く
ださい。

修正なし

36 7
第２章　第１次再生計画の
総括と課題　「防災・災害対
策」

また、2011（平成
23）年から災害時
要援護者台帳の整
備を行っており～

災害時要援護者台帳は、今、誰が所有しているのですか。また、災害時には、どのように活
用するのですか。
災害時要援護者台帳は、自主防災組織の会長（区長・自治会長）と組長が所有するものだ
と思いますが、現在、当地区の自主防災会では、市の所有している災害時要援護者台帳が
渡されていないため、災害時、役に立ちません。
私は、災害時要援護者台帳は、自主防災組織が市行政の協力の下に自ら整備作成するも
のだと思います。

総合危機管理課

災害時要援護者台帳の中から、平常時及び災害時の防災活動に活用するため、必要最小
限の情報を抜き出したものが災害時要援護者名簿です。災害時要援護者名簿は、住民自治
協議会及び民生委員に提供しています。市では、災害時の要配慮者は、民生委員が日頃の
活動で関わる対象者とほぼ同一の方と考えます。市から提供した情報を民生委員が新しい
情報に適宜変えていただくことで、要配慮者の最新の情報を把握することが出来るものと思
われます。また、災害時は、災害時要援護者名簿を公開しますので、避難所での安否確認
に使用することが出来ます。

修正なし

37 8
第２章　第１次再生計画の
総括と課題　「地域産業・雇
用」

持続可能な地域産
業振興のため、ま
ずは産業として自
立できるよう関係機
関が一体となった
支援を進める必要
があります。

誰を支援し自立させるのかが、よく分かりません。

持続可能な地域産業の振興促進には、地域主導で産業振興を図る体制の構築が不可欠で
す。の記述に再考をお願いします。

産業振興部
『、まずは産業として自立できるよう～』を『、生業として事業者が自立できるよう～』に修正し
ます。

一部修正

3 
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38 11
第２章　第１次再生計画の
総括と課題　「計画の推進」

単年度の進捗が図
れなかったことが
課題として挙げら
れます。

勇気と覚悟を持って取り組めばできるはずです。課題ではなく、反省として挙げるものです。 行財政改革推進課

策定時に指標を設定しなかったことで、単年度の進捗を図れなかったことから、第１次再生
計画最終年度に分野「計画の推進」の一部の施策に指標を設定し、単年度の進捗管理に努
めたところではありますが、一部の施策にとどまったため課題としています。また、この課題
があったことから、第２次再生計画においては全ての施策に指標を設定しています。

修正なし

39 11
第２章　第１次再生計画の
総括と課題　「計画の推進」

そのためにも、市
全体で危機感を共
有しながら～

そのためにも、市職員全員が危機感を共有しながら・・・の記述に再考をお願いします。 行財政改革推進課

危機感については市職員だけが持つものではないと考えています。このことから第２次再生
計画では第１次再生計画の分野「計画の推進」に該当する施策について、「伊賀流自治の視
点からみた各主体の役割」として「市民の役割」や「地域の役割」、「市の役割」を記載してい
ます。

修正なし

40 24
第1章　計画のテーマ
（１）ガバナンスの確立

市民は、まちづくり
に関する情報を共
有する権利を持っ
ている。

市は、積極的な情報啓蒙対策を実施していないため、行政に対する不信感が強いと思いま
す。

総合政策課
誇れる・選ばれる伊賀市を目指し、市が取り組む各施策や事業の内容を市民の皆様により
的確、タイムりーに提供できるよう、シティプロモーションの推進や広聴機能のあり方を見直
します。

修正なし

41 25
第1章　計画のテーマ
（３）”誇れる伊賀市”、”選
ばれる伊賀市”へ

「勇気と覚悟」を
持ったまちづくり

「勇気と覚悟」を持つのは、誰なのかハッキリと記述することが必要です。 総合政策課
第２次総合計画基本構想では、将来像の実現に向けて、補完性の原則に基づき行政だけで
なく、市民の皆様や地域における自治組織、市民活動団体、企業等各主体が共に連携・協
力してまちづくりを行うとしていますので、全ての主体となります。

修正なし

42 26
第2章　計画の体系
１．計画体系の考え方

計画を推進していく
なかで、～といった
点が課題とされま
した。

課題ではありません。勇気と覚悟を持って仕事をやっていればこのような課題は挙げられな
いはずであります。課題ではなく、未達成の仕事として「反省事項」で記述すべきだと思いま
す。

総合政策課

第１次再生計画は従前の基本計画と実施計画を併せ持つ計画として、新たな視点で計画の
構成や内容、PDCAの仕組みを見直し、これまで３年間取り組んできました。
行政経営マネジメントシステムの確立など、第１次再生計画の初期の目的は概ね達成できて
いますが、第２次再生計画においては、「ガバナンス」の視点に重きを置いており、そのなか
で各主体の皆様と取り組む計画であることを、より鮮明に打ち出した計画であることから、さ
らに、市民の皆さんと共有できる計画としていくための課題として整理しています。

修正なし

43 27
第2章　計画の体系
③PDCAサイクルの改善①

PDCAサイクルの精
度を向上させ～

PDCAの信頼性を向上させ・・・の記述に再考をお願いします。 行財政改革推進課

ＰＤＣＡサイクルは、計画の進捗や成果の測定を行い、以後の改善や方向性の決定に活か
すことであることから、ＰＤＣＡサイクルの精度を向上させるとしているところです。
また、事務事業などの効果の測定手法である行政評価については、平成２７年度には行政
経営報告書による公表、平成２８年度には成果報告書による公表や外部評価制度を導入い
たしましたが、今後も精度向上に向けさらに改善を続けていきます。

修正なし

44 27
第2章　計画の体系
２．PDCAサイクル

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。

政策ごとに行っていた「伊賀市まちづくりアンケート」を施策実施対象者ごとに実施します。
の記述に再考をお願いします。

総合政策課
伊賀市まちづくりアンケートについては、総合計画の進捗状況などを市民各世代の皆さんか
ら広くお聞きするものです。なお、他の団体等の皆さんとは、各種計画策定時や事業実施に
あたっての協議、会議などの際に、ご意見等をお聞かせいただいています。

修正なし

45 28
第2章　計画の体系
２．PDCAサイクル

2,PDCAサイクル【し
くみの改善】

2,本格的行政評価制度【PDCAサイクルの信頼性の向上】の記述に再考をお願いします。 行財政改革推進課
同じ結果を繰り返すのではなく、スパイラルアップしていけるよう、今後も改善を行いながらよ
り精度を上げていきたいと考えています。

修正なし

46 28
第2章　計画の体系
２．PDCAサイクル

より効果的なPDCA
サイクルによる運
営をめざしていま
す。

より信頼性の高い行政評価制度の運用をめざします。の記述に再考をお願いします。 行財政改革推進課
制度自体に信頼性があるものではなく、よりよいやり方を探しながら、限られた行政資源を効
果・効率的に投入していくことで信頼性は得られるものと考えています。

修正なし

47 28
第2章　計画の体系
２．PDCAサイクル

地域・地区の役割
については、地区
振興計画及び地域
まちづくり計画を策
定する各主体が、
本計画と連動しな
がら～

地区振興計画は、既に、平成27年度からスタートしている。また、新たな地域まちづくり計画
が策定されていない現在、どのようにして連動されるのですか。
第2次再生計画書は、地域まちづくり計画や地区振興計画の記述内容を把握・理解して作
成されていないため、うまく連動していないように思います。

総合政策課 意見31番の回答参照 修正なし

48 30 第１章　計画全体の概要

1,施策・事業の一
覧
　協働によるめざす
姿

基本事業だけでなく、分かりやすい市民への取り組み解説書を配布すれば事業効果が高ま
ると思います。

総合政策課
策定後、市民の皆さんや自治組織、市民活動団体、企業などの皆様に、周知・啓発する手法
を検討する際の参考とさせていただきます。

修正なし

49 37 健康づくり
伊賀流自治の視点
からみた各主体の
役割

「市行政から市民（団体）地域への働きかけ」に記述変更をお願いします。
市民（団体）地域の記述カ所は、住民自治協議会等メンバーが計画の策定に参画し作成す
べきものであると思います。
各主体の市民、地域の役割の記述部分は、取り組む主体者が立てるもので、市役所の職
員さんが立てるものではないと思います。そうでなければ、絵に描いた餅の計画です。

総合政策課
まずは市で原案を作成し、市の各種団体代表者、学識経験者で構成する総合計画審議会で
審議いただくとともに、市民の皆さんや各住民自治協議会の皆様などへ策定段階から考え
方や内容をお示し、ご意見をいただいています。

修正なし

50 39 医療 市民一人ひとりは
この計画書には、「市民一人ひとり」の記述カ所はいっぱいあります。しかし、ほとんどの市
民はこのことを知らないと思います。このような状態で良いのでしょうか。
「市職員一人ひとりは」の記述カ所があっても良いのではないかと思う。

総合政策課 「市」の記述については、市の役割として記載しています。 修正なし

51 39 医療 市民一人ひとりは
以前に全戸配布された第2次伊賀市総合計画概要版には、市民（団体）地域が取り組む内
容の記述がありません。市民（団体）地域が取り組む事項についての概要版の配布が必要
だと思います。

総合政策課
第２次再生計画では、ガバナンスによるまちづくりを進めるため、伊賀流自治のしくみによる
市民（団体）、地域、市が取り組む内容を新たに設けたものです。市民の皆様へは、第２次再
生計画策定後、概要版策定に留まらず、様々な広報媒体で周知・啓発いたします。

修正なし

52 48 高齢者支援 現状と課題

（追加事項）
21世紀になり、4人に1人が高齢者という「超高齢社会」に突入し、2025年には高齢者が3,500
万人に達して5人に1人が認知障害に陥るという推計もあります。また、生きる時間が大幅に
延びたことで、色々なことに挑戦し“生きがい”をもって生きる人がいる一方で、孤立している
人が増えています。今このような超高齢社会の課題と対応策について、高齢者自らが考え、
共通認識を持つ必要があります。

具体的な取組
　 基本事業④ジェロントロジー（老年学）を学ぶ
高齢者の生きがい、心と身体の変化、社会参加、認知症の理解と予防策、終末期医療など
高齢者が自分自身に必要な地域を学ぶ研修会を開催します。

介護高齢福祉課

高齢者自らも自分の課題について考えるということは、大切であると思います。いただきまし
たご意見については、基本事業②の課題と併せて取り組みたいと思います。
なお、ジェロントロジーという言葉については、まだ一般的ではないので別の標記とさせてい
ただきます。

一部修正

53 60 危機管理
法第35条第1項の
規定に基づき

国民保護法第35条第1項の規定に基づきの記述にしてください。 総合危機管理課
国民保護法（武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律）第35条第1
項の規定に基づき」に変更しました。

修正

54 61 危機管理
市（市政再生の視
点）

なぜか、一番重要な業務継続計画についての記述がありません。 総合危機管理課 「業務継続計画」について、市政再生の視点に記載しました。 修正

55 61 危機管理
●伊賀市地域防災
計画に基づき～

●市は、業務継続計画に基づき、大規模災害に備えての対策を事前に準備しており、市民
には、伊賀市地域防災計画に基づき～の記述に再考をお願いします。

総合危機管理課 「業務継続計画」について、市政再生の視点に記載しました。 修正

56 61 危機管理
伊賀市の自主防災
組織活動カバー率
は96％であり

何をもって96％なのかの、具体的な記述をお願いします。
総合危機管理課

各自主防災組織の地域の世帯数（A）を管内全世帯数（B）で割り戻すと、（A)÷（B）＝37,735
÷39,217＝96.22％（平成27年4月1日現在）

修正なし
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57 61 危機管理
伊賀市の自主防災
組織活動カバー率
は96％であり

当地区にある自主防災会のほとんどは、避難者名簿や災害時要援護者名簿を整備してい
ません。もしもの災害時を考えると心配でなりません。共助訓練の組織活動が必要だと思い
ます。
市行政から防災組織活動への指導支援に問題があると思います。

総合危機管理課

災害時要援護者台帳の中から、平常時及び災害時の防災活動に活用するため、必要最小
限の情報を抜き出したものが災害時要援護者名簿です。災害時要援護者名簿は、住民自治
協議会及び民生委員に提供しています。市では、災害時の要配慮者は、民生委員が日頃の
活動で関わる対象者とほぼ同一の方と考えます。市から提供した情報を民生委員が新しい
情報に適宜変えていただくことで、要配慮者の最新の情報を把握することが出来るものと思
われます。また、災害時は、災害時要援護者名簿を公開しますので、避難所での安否確認
に使用することが出来ます。
加えて、平成28年４月から自主防災組織の所管が総合危機管理課に変わったことにより、出
前講座として地域への防災講話に赴いております。その際、共助訓練の大切さについて啓
発しています。

修正なし

58 61 危機管理

災害時要援護者名
簿を作成し、避難
訓練等に活用する
ことで、災害時の避
難支援等が必要と
なる（要配慮者）に
対する～

災害時避難行動要支援者名簿を作成し、避難訓練等に活用することで、災害時の避難支
援等が必要となる人に対する～の記述に再考をお願いします。

総合危機管理課
伊賀市では、「伊賀市災害時要援護者避難支援プラン」に基づき「災害時要援護者名簿」を
作成しています。

修正なし

59 61 危機管理

平常時の訓練等の
活動経費を補助す
ることによって組織
の活性化を促進し
～

防災ハンドブックの作成や防災訓練等の指導・支援活動を行うことによって組織の活性化を
促進し～の記述に再考をお願いします。

総合危機管理課

基本事業②を「自主防災組織の結成時の防災資機材の貸与や、平常時の訓練等の活動経
費を補助することや防災訓練等の指導・支援活動を行うことによって組織の活性化を促進
し、子どもを含めて共助体制の強化を通じて地域の防災力を向上させ、減災の効果につな
げます。」に修正しました。

修正

60 61 危機管理
伊賀市国民保護計
画を修正します。

何を修正されるのかの記述がなければ、市民には、何にも分かりません。 総合危機管理課

基本事業④を「武力攻撃や緊急対処事態から市民を守るため、国民保護法に基づき市が策
定している伊賀市国民保護計画を、同法に基づき国及び三重県がそれぞれ策定する国民保
護計画の修正状況を踏まえ必要に応じて見直すことで、各計画との整合を図ります。」に修
正しました。

修正

61 76 農業
自然と共存し、人と
人がつながる農業
を元気にする

人と自然が共生し、人と人がつながる農業を元気にする。の記述に再考をお願いします。 農林振興課
人と人がつながることで集落が成り立っています。自然と共生し自然の恵を享受する事で農
業は成り立っています。自然と共生し、人と人の絆を大切にすることを目指しています。

修正なし

62 76 農業
集落ぐるみで行う、
地域農業等の事業
の取り組み集落数

経営所得安定対策の対象者数の記述に再考をお願いします。
市の農業施策取り組みの大課題は、経営所得安定対策の対象者数を増やすことです。

農林振興課
経営所得安定対策の対象者は平成30年以降生産調整体制の変更に伴い減少、増加がある
ので指標にはできません。また伊賀市では対象者が多数存在しますが全国的には少数と
なっています。

修正なし

63 76 農業
人・農地プラン策定
集落数～　合計

認定農業者、集落営農、認定新規就農者の合計の記述に再考をお願いします。 農林振興課
伊賀市では集落の話し合いにより集落ぐるみで集落を維持する取り組みを進めています。
様々な施策に取り組んでいただくことで集落機能の維持を目指しています。

修正なし

64 76 農業
農産物の価格低下
～必要がありま
す。

農産物の価格低迷により、農業所得は大きく減少しており、安定した農業経営が難しくなっ
ていることから、農業の6次産業化、地産地消、農商工連携、農福連携等の新しいビジネス
モデルの取り組みが必要です。また農産物の高付加価値化や農作業の効率化の取り組み
により、農業経営の改善を促進する必要があります。の記述に再考をお願いします。

農林振興課

「農産物の価格低迷により、農業所得は大きく減少しており、安定した農業経営が難しくなっ
てきています。農業の6次産業化、地産地消、農商工連携、農福連携等の新しいビジネスモ
デルの取り組みが必要です。また農産物の高付加価値化や農作業の効率化の取り組みに
より、農業経営の改善を促進する必要があります。」に修正します

修正

65 76 農業
農業者の高齢化～
農地の集約を図る
必要があります。

農産物価格の低迷、米価の下落、農業従事者の高齢化、担い手の不足など非常に厳しい
状況が続いているため、耕作放棄地が増加しています。
集落の優良農地を維持していくのが困難な地域が増えていることから、認定農業者等の担
い手の確保・育成や中山間地域における集落営農の組織化、法人化を推進します。の記述
に再考をお願いします。

農林振興課

「農産物価格の低迷、米価の下落、農業従事者の高齢化、後継者不足など様々な課題から
地域の活力が低下し、耕作放棄地などが増加し集落の農地を維持することが困難な地域が
増加しています。
地域の現状や課題に対応した支援を行なうとともに、認定農業者等の担い手の確保・育成
や中山間地域における集落営農の組織化、法人化を進め農地の集約を図る必要がありま
す。」に修正します。

修正

66 76 農業

中山間地域などに
おいては、～つな
がることが懸念さ
れます。

中山間地域などにおいては、鳥獣害による農作物への被害が深刻な問題となっており、農
業者の生産意欲の減退につながることが懸念されます。の記述に再考をお願いします。

農林振興課
「中山間地域などにおいては、鳥獣害による農作物への被害が深刻な問題となっており、農
業者の生産意欲の減退につながることが懸念されます。獣害柵の設置や加害獣の固体調
整に取り組む必要があります。」に修正します。

修正

67 76 農業
素牛（子牛）価格～
必要があります。

素牛（子牛）導入価格の高騰による肉牛肥育経営の圧迫や後継者不足などから肉牛農家
は減少傾向にあるため、伊賀牛存続のための畜産振興に取り組む必要があります。の記述
に再考をお願いします。

農林振興課
「素牛（子牛）導入価格の高騰による肉牛肥育経営の圧迫や、後継者不足などから肉牛農家
は減少傾向にあるため、伊賀牛存続に向けて、素牛確保の手法も含めて畜産振興に取り組
む必要があります。」に修正します。

修正

68 76 農業

担い手の減少によ
り～費用負担が増
大している現状で
す。

農家の減少により、共同農業施設の維持管理・更新における受益者の労力負担と費用負
担が毎年増大しています。の記述に再考をお願いします。

農林振興課
「担い手の減少により農業・・・・増大している現状です。」を「土地持ち非農家の増加と担い手
の減少により、農業施設の維持管理・更新における受益者の労力負担と費用負担が毎年増
大しています。集落ぐるみで取り組む仕組みを推進する必要があります。」に修正します。

一部修正

69 77 農業

市民（団体）
●市民一人ひとり
は～地産地消を進
めます。

●市民一人ひとりは、農業に関心を持って、地元農産物を地元で消費する地産地消に取り
組みます。の記述に再考をお願いします。

農林振興課
「市民一人ひとりは、農業に関心を持って、地元農産物に親しみを持って地元で消費する地
産地消に取り組みます」。に修正します

修正

70 77 農業

●農業者は、安心
安全な伊賀市なら
ではの農産物を消
費者に届けます。

●農業者は、適正農業規範（GAP）に基づく農業を実践することで安心・安全な伊賀市なら
ではの農産物を消費者に届けます。の記述に再考をお願いします。

農林振興課
農業者は適正農業規範に基づき安心・安全な農産物届けることは大切ですが、この計画に
記載することではないと考えます。

修正なし

71 77 農業

地域
●地域の農地を地
域で守る～検討し
て推進します。

●地域の農地を地域で守るため、住民自治協議会等が、今後の農業の中心となる経営体
の確保について検討し、人・農地プランの作成や集落営農組織の設立のための取り組みを
推進します。の記述に再考をお願いします。

農林振興課

地域の農地を地域で守るため、人と農地の問題を解決することはとても大切な課題です。住
民自治協議会や集落代表者等が中心となって、今後の農業の中心となる経営体の確保に
ついて検討し、人・農地プランの作成や集落営農組織の設立のための取り組みを推進しま
す。

修正なし

72 77 農業
誇れる・選ばれるま
ちづくりの視点

●意欲ある農業の担い手を確保・育成することで、農地の有効活用を図ります。
●新たな農産物を開発に取り組むとともに、伊賀米、伊賀牛など、伊賀ブランドの認知度を
高めます。の記述に再考をお願いします。

農林振興課
伊賀市では伊賀ブランドを立ち上げ全国発信するとともに、意欲ある農業の担い手を確保・
育成することで農地の有効活用を図り、伊賀米や伊賀牛のブランド力の向上に努めていま
す。

修正なし

73 77 農業

具体的な取組
基本事業①高付加
価値化の推進
　伊賀米～つなげ
ます。

伊賀米、伊賀牛をはじめとする農産物等のブランド力を上げるとともに、6次産業化などの新
しいビジネスモデルの導入を支援するなど、農業所得の確保に向けた取り組みを進めま
す。
また、環境保全に効果の高い営農活動を実現する農業者に対して支援を行うなど、エコ農
業の取り組みを推進し、地域活性化につなげます。の記述に再考をお願いします。

農林振興課

「伊賀米、伊賀牛をはじめとする農産物等のブランド力を上げるとともに、6次産業化などの
新しいビジネスモデルの導入を支援するなど、農業所得の確保に向けた取り組みを進めま
す。また、環境保全に効果の高い営農活動を実現する農業者に対して支援を行うなど、高付
加価値化の取り組みを推進し、地域活性化につなげます。」に修正します。

修正

74 77 農業

基本事業②担い手
農家・集落営農等
への支援
　地域ぐるみ～強
化に向けた取組を
進めます。

集落の農地を集落ぐるみで維持管理し、経営発展を目指す組織経営体等の生産活動を支
援するなど集落営農の育成・強化を図ります。の記述に再考をお願いします。

農林振興課
「地域ぐるみで集落の農地を維持管理し経営発展を目指す活動を支援するなど」を「集落の
農地を集落ぐるみで維持管理し経営発展を目指す集落営農組織等の生産活動を支援する
など」に修正します。

一部修正

75 77 農業
また、認定農家や
認定農業者～

農業経営改善計画が認定された農家のことを認定農業者という。認定農業者と認定農家は
同じである。しかし、普通、認定農家と言う言葉は使用しません。

農林振興課 「認定農家」を「認定就農者」に修正します。 一部修正

76 77 農業

基本事業③有害鳥
獣害への対策
鳥獣害対策は、～
向上を図ります。

鳥獣害対策は、地域ぐるみでの取り組みが重要であることから、地域ぐるみで有害鳥獣の
侵入を防ぎ、被害防止、軽減する取り組みを支援し、農作物の安定生産を図ります。の記述
に再考をお願いします。

農林振興課
鳥獣害対策は、個人での取り組みでは効率が悪く集落ぐるみで取り組む必要があります。ま
ずは、集落全体で取り組み、さらに地域全体を守ることで安定した収入の確保につながりま
す。

修正なし
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77 77 農業

基本事業④畜産振
興事業
口蹄疫、高病原性
鳥インフルエンザな
ど～ブランド化の推
進を図ります。

畜産農家の経営の安定化を図ると共に口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザなどの伝染病の
防疫対策の徹底と伊賀牛の肉質向上対策に取り組み、伊賀牛のブランド化をさらに進めま
す。の記述に再考をお願いします。

農林振興課
「畜産農家の経営の安定化を図ると共に口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザなどの伝染病
の防疫対策の徹底と伊賀牛の肉質向上対策に取り組み、伊賀牛のブランド化をさらに進め
畜産振興に勤めます」に修正します。

修正

78 134 住民自治

成果を示す指標
（KPI）
地域まちづくり計画
進行管理シートの
実践件数

「新しい地域まちづくり計画」を作成した住民自治協議会の数の記述に再考をお願いしま
す。

地域づくり推進課
進行管理シートについては地域まちづくり計画を推進するための手段であるため、進行管理
を行っていくうえで地域の実情や住民ニーズにあった、地域まちづくり計画とすることが必要
になることから、指標を４年間の間で「地域まちづくり計画を見直した件数」に改めます。

修正

79 134 住民自治 移住相談等の件数 移住者の人数の記述に再考をお願いします。 地域づくり推進課

市では転入者数は把握できますが、そのうち自らの意思で伊賀市を選び転入した人数を把
握することはできません。（転勤や家庭の都合などが含まれるため）
移住相談の件数を増やし、しっかりとサポートすることで移住者を増やすことにつなげていき
たいと考えます。

修正なし

80 135 住民自治
具体的な取組
　基本事業①住民
自治促進事業

平成27年度施策評価シートには、平成28年度中に、全ての地区市民センターを自治セン
ター化することが記述されており、記述内容が矛盾しているように思います。

地域づくり推進課

指定管理者制度の導入を視野に入れた中で各住民自治協議会へ提案いたしましたが、自
治センター化に向けた取り組みや理解には地域によりかなりの差があります。
将来的に自主自立した住民自治協議会を目指すためには、自治センター化に取組む必要が
あるため、必要な知識を身につけ、自らが活動拠点の管理運営を行っていただくことが望ま
しいと考えています。このため、人材育成や組織体制づくりなどの研修等支援の充実に努
め、今後の自治センター化に繋げて行きたいと考えています。

修正なし

81 135 住民自治
指定管理者制度の
導入をめざします。

指定管理者制度を導入した地区市民センターは、○○カ所あり、更に、市民センターの自治
センター化を進めます。の記述に再考をお願いします。

地域づくり推進課
指定管理者制度の導入を視野に入れた中で各住民自治協議会へ提案いたしましたが、自
治センター化に向けた取り組みや理解には地域によりかなりの差があることから、中間案の
表現にとどめたいと考えますのでご理解願います。

修正なし

82 139 地域内分権

地域
●分権型のまちづ
くりにおけるリー
ダーシップを発揮
し、～

主語がありません。住民自治協議会・区（自治会）の役員は、分権型のまちづくりにおける
リーダーシップを発揮し～に記述の再考をお願いします。

総合政策課
「住民自治協議会をはじめとした自治組織は、分権型のまちづくりにおけるリーダーシップを
発揮し～」に修正します。

一部修正

83 154 進行管理・行政マネジメント
職員の意識レベル
をあげ～

職員の意識のスキルレベルをあげ～の記述に再考をお願いします。 行財政改革推進課 「職員のスキルアップや意識改革を進め」に修正します。 一部修正

84 154 進行管理・行政マネジメント
わかりづらいといっ
た課題があります。

わかりづらいといった未達成の課題があります。の記述に再考をお願いします。 行財政改革推進課 残された課題を記述する箇所であるため、全て未解決の内容となっています。 修正なし

85 154 進行管理・行政マネジメント

タウンミーティングに参加しましたが、参加者が少なかったです。説明者の話しは、わかりづ
らい説明であり、また、参加者からの意見を聞かれるような対応ではありませんでした。
このような状態では、市民不在の計画書になってしまいます。市は、もっと、市民に近づくよ
うにすべきだと思います。

総合政策課

総合計画や他の計画の策定について、市民の皆さんからのご意見を聞かせていただくた
め、タウンミーティング等を開催させていたいていますが、多くの皆さまにご参加いただけて
いないことも承知しています。今後、シティプロモーションの推進に合わせ、広聴の手法等に
ついて検討することとしています。また、わかりやすい説明となるよう、職員のプレゼンテー
ション能力の向上や、資料の見易さなどに引き続き取り組みます。

修正なし

86 155 進行管理・行政マネジメント

市（市政再生の視
点）市はもとより、
可能な限り各主体
の参画うえで行い
ます。

市はもとよりでは、主体者が誰だかよくわかりません。
市は施策事業対象関係機関代表者の参画のうえで行います。に記述の再考をお願いしま
す。

行財政改革推進課
事業の対象者・対象機関は当事者として、第三者としては議会や産官学金労言（産業界・行
政・大学・金融機関・労働団体・言論界）などで構成される総合計画審議会による外部評価な
どにより参画していただくものとし、全ての対象者を記述することは考えていません。

修正なし
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