
第2次伊賀市総合計画第2次再生計画中間案に寄せられた意見及び意見への対応（住民自治協議会）　　　　　

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 38 医療 医療
先般市長選の前に３人の立候補予定者の方による座談会が行われ現市長の意見の中で
市民病院はこのままで推移して参りたいと思っていると言っておられましたがこの再生計画
とは少し違うように思いますがいかがですか。

病院総務課

第１次再生計画では、「基幹病院としての上野総合市民病院の機能強化」を重点プロジェク
トとして掲げ取り組んだ結果、常勤医師の増員等により入院・外来の診療体制を整備する
ことができました。今後は、医療の質を高めることで、病院運営の更なる改善を進めること
を目標としており、大きな方向性に変わりはありません。

修正なし

2 112
教育
環境

教育環境

現状と課題の中でいろいろとこまかく検討されているのは誠に結構なことですが、校区再編
についてはおそらく前市長の計画通りのようになっていくのではないか。現市長の校区の見
直しについては、近い将来又見直していかなければならないように思いますがいかに。誠に
不適切でした。

教育総務課
地域の合意と参画のもと、限られた予算の中で、出来るだけ既存の施設を有効利用できる
よう計画を変更しながら校区再編を進めています。

修正

3 99
公共
交通

公共交通
基本事業③

四十九町新駅整備は不要
商業施設への鉄道利用は極めて少ないと考える。

交通政策課

新駅整備を計画している周辺区域には大型商業施設や総合病院をはじめ、公共公益施設
が集積していることや、市役所庁舎の移転も予定されていることから、新たな需要の創出、
潜在需要の掘り起こしが期待でき、伊賀線のさらなる利用促進や、地域の活性化につなが
るものと考えています。

修正なし

4 99
公共
交通

公共交通
基本事業③

伊賀神戸～上野市駅間は時間がかかり過ぎ。不便。
「急行」を運行し、時間短縮による経費削減と利用者増を図るべし

交通政策課

伊賀線は単線であり、行き違いをする必要があることから、駅間を早く走っても行き違いで
時間がかかるという問題があります。このため、時間短縮を図るのであれば施設の改良
や、列車の性能を上げるといった対応も必要となり、投資を伴うことから、費用対効果を踏
まえた検討が必要となります。

修正なし

5 134
住民
自治

6-4-1住民自治　Ｋ
ＰＩ表
（地域まちづくり計
画進行管理シート
の実践件数）

「地域まちづくり計画進行管理シート」は、『地域まちづくり計画』に謳われた計画を実現する
うえで、関係する事業をPDCAサイクルを回して推進させるための手段にすぎない。このた
め、実践件数を指標にすることは疑問。まちづくり計画はあくまでも住民の住み良さ実現を
最終目的としていることから、指標は例えば「各事業に対する（満足度アンケート調査）を初
年度60％以上、3年度70％以上」が考えられる。

地域づくり推進課

ご指摘のとおり、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、このシートで計画に掲げる目標の地域課題を解決するための事業が達成されてい
れば、地域まちづくり計画の見直しが必要なことから、指標を「地域まちづくり計画」を見直
した件数に改めます。

一部修正

6 20 人口減少の克服

伊賀市の最重要課題は人口減少の克服である。本再生計画の策定において、求められる
視点は「人口減少の克服」であると記載していることは当然であるが、具体的施策が見えて
こない。分野別計画のどの施策が人口減少対策なのか、本ページまたは分野別計画のな
かに、具体的施策を載せ、市民に市の施策をわかりやすく明記すべきと考える。
例えば、分野別計画の住民自治、移住交流促進事業の移住相談事業は、人口減少対策の
重要施策である。子育て支援事業など各分野に記載されている施策を関連表等にまとめ、
わかりやすく明記されたい。

総合政策課
最終案では、人口減少対策等、各施策を横断的に取り組む必要があるものについて、横断
的な取組をお示しします。

修正なし

7 36
健康
づくり

健康づくり　現状と
課題

健康づくり事業の推進にあっては、地域との連携による施策推進が重要である。その核とな
るのが、健康づくり推進員（健康の駅長）であると考える。重点プロジェクト「医療・介護・福
祉」の欄では、健康の駅長が記載され、評価されているが、分野別では全く触れられていな
く、具体的な取組においても記載されていない。また、昨年伊賀市のご当地体操「忍にん体
操」がTVに取り上げられ、全国的に情報発信された。健康づくりには、「忍にん体操」の普
及推進は不可欠であると考える。本施策に記載すべきと考える。

健康推進課

健康づくり推進員（健康の駅長）については、平成29年３月末をもって廃止する予定です。
今後は、住民自治協議会での健康づくりへの取り組みを推進していきます。
また、伊賀市の健康体操である「忍にん体操」については、健康づくり事業の一環として今
後も普及啓発に努めていきます。

一部修正

8 60
危機
管理

危機管理　現状と
課題

木津川河川の可道堀削が記載されているが、木津川河川整備計画が記載されていない。
近年、台風や集中豪雨等により木津川氾濫による避難勧告が頻繁に発令され、床下浸水
等の被害が起きている。木津川の洪水被害の軽減を図るには、川上ダムによる洪水調整と
木津川改修による河川拡幅や堤防等の整備が同時並行に推進を図られることが不可欠で
ある。木津川改修整備の推進を明記すべきである。

公共基盤推進課

国が管理する河川（木津川、服部川、柘植川）整備について、淀川水系河川整備計画によ
り、上野遊水地、河道掘削、川上ダムの建設を実施しています。また、三重県が管理する
木津川については、木津川河川整備計画を策定し、現在国土交通省へ申請しています。こ
れらの事業の進捗が図られるよう、引続き関係機関へ要望していきますのでご理解をお願
いします。

修正なし

9 96 道路 道路　現状と課題

現在村落部の市道、農道の草刈り、小修繕等の管理は、集落の出合いで維持管理してい
る状況にある。少子高齢化が急激に進む村落部にあっては、高齢化により出合いの実施が
困難な状況になりつつある。今後の課題として、出合いに代わる維持管理の検討を明記す
べきと考える。

建設１課・２課
農村整備課

認定市道の維持管理としての草刈や小修繕は、幹線道路、危険な箇所、日々の生活に支
障をきたす箇所等を優先的に実施しています。しかし、市内の認定市道延長は約2,300km
と長く、現状は区・地元住民の皆様方の奉仕作業、地域活動等のご協力を頂きながら道路
維持管理をしているのが現状です。微力ながら、草刈作業については燃料費の支給、小修
繕に関しては原材料の支給等の事業がありますので、これらの利用をご検討の上、ご理解
ご協力をお願いします。【建設１課・２課】

農道の維持管理に係る日当や資材・財料費は、多面的機能支払交付金制度の活用により
支出することが出来ます。多面的機能支払制度の取組には地域ぐるみでの組織作りが必
要となりますので、この交付金の活用をご検討いただく場合は、農村整備課までご相談くだ
さい。【農村整備課】

修正なし

10 99
公共
交通

地域バス交通確保
維持事業

高齢化の進展により車に乗れない高齢者の移動手段の確保が課題となってきている。その
ためには、地域が主体となった地域交通バスまたはタクシーの運行が必要になってきてい
る。地域が主体となり運行する地域交通バス（タクシー）の運行に取り組むと、明確に記載
すべきと考える。

交通政策課

本市の公共交通政策の基本計画である「伊賀市地域公共交通網形成計画」では、交通事
業者や行政の取り組みを補完する、地域住民のニーズに合った効率的な移動手段の確保
策のひとつとして、地域が主体となって運営する地域運行バス等の新たなバスの運行方法
の導入を推進することとしていることから、基本事業①にその考え方を追記します。

一部修正

11 135
住民
自治

住民自治促進事業

地区市民センターの自治センター化として指定管理者制度の導入が記載されているが、指
定管理者制度は、伊賀市として決定されているのか？各住民自治協議会では、白紙とな
り、今後の検討課題であると理解している。指定管理者制度は、多くの使用料が見込まれ
る施設をいうもので、地区市民センターは制度に馴染めない。また、地区市民センターの施
設管理を住民自治協議会に委ねることは、高齢化の急激な進展により今後ますます厳しく
なると思われる。
削除されたい。

地域づくり推進課

地区市民センターの自治センター化については、新市建設計画に「行政組織内分権の確
立」として規定されています。
自治センター化の手法として、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り組む必
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ることから、削除はいたしま
せん。

修正なし

12
意見提出の照会があったが提出までの期間が短すぎる　協議会での検討時間がなく　担当
者個人の意見集約とならざるを得ないこれで自治協議会の意見を聞いたことになるのか

総合政策課

今回の策定に際しましては、第１次再生計画策定時において各住民自治協議会の皆さん
から、諮問から答申までの期間が短いとのご指摘を受け、諮問し答申をいただくまでに、８
月には第２次再生計画の考え方、10月には中間案など、ぞれぞれの段階でご意見をお伺
いしてきました。今後、改めて最終案を諮問させていただきます。

修正なし

13
現状値・目標値が記入されておらないが取組のすべてが達成できるのか
市民や地域に協力・支援を求めることは解るが分担させるのはどうか 総合政策課

成果指標の現状値及び目標値については、最終案としてお示しさせていただく時点で記入
します。また、今回の計画では、「ガバナンス」の確立をテーマの一つとして掲げ、伊賀流自
治のしくみに基づく各主体（市民（団体）、地域、市）の役割を設けています。内容について
は、「期待される」役割としており、まずは、それぞれの主体が施策の実現に向けて、取り組
んでいただけるものが可能な役割をご提示させていただいています。なお、各役割の内容
については、ご意見を伺いつつ成案とすることとしています。

修正なし

14 38 医療

上野総合市民病
院、岡波総合病
院、名張市民病院
の当番制で、伊賀
地域の二次救急医
療体制を維持して
いる。

救急車が来て受け入れ病院が名張市民病院だと遠く時間が掛かるため、助かる命も助か
らない。また、救急車が来てから出発するまでの時間が病人の症状の確認や搬送先の受
け入れ等により長く現場に留まっていることが多いので、可能な限り早く搬送できないのか

消防救急課

現状は、３輪番制の実施により名張市立病院への搬送は否めませんが、少しでも病院到着
時間を早くするため、現場滞在時間短縮を救急隊目標に設定し、取り組んでいます。また、
救急事案の内容により救急隊１隊だけで対応が困難、または活動時間が長くかかると考え
られる事案には、支援隊が出動し対応しています。依然として現場滞在時間が長い事案も
ありますので、今後、更に病院との連携を強化し、受け入れが早く出来るよう取り組んでい
きます。

修正なし

応募数：５地区、３７件
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15
38～
41

医療
二次救急と後期高
齢者医療（1-1-2）

二次救急は伊賀圏域で完結するとなっているが、伊賀北部の住民は名張市立病院は遠く、
滋賀県との連携を視野に入れた医療体制を考えてほしい。また、後期高齢者医療（２０２５
年問題）の今後の見通し、保険事業の充実とは何を指すのか具体的に示してください。

医療福祉政策課
保険年金課

医療行政は県単位での計画に基づき進められており、二次救急医療は伊賀圏域での完結
をめざしていますが、適切な医療が受けられるよう患者様の状況に応じて県内の他圏域を
はじめ、滋賀県や奈良県など適切な救急搬送に努めています。
なお、隣接県との連携等の必要性は、都度、三重県にも伝えています。

三重県の後期高齢者医療制度の被保険者数は、高齢化に伴い増加の一途をたどり、一人
当たりの医療費は全国平均より低い状況にあるものの、医療の高度化や被保険者の高齢
化に伴い医療費総額が今後も増加するものと考えられます。
将来にわたり被保険者が安心して十分な医療が受けられるよう、安定した財政運営を維持
することに加え、医療費の適正化や保健事業の推進を図ることが必要であると考えます。
三重県後期高齢者医療広域連合と三重県内の市町が連携し、特定健康診査や歯科健診
等受診促進のための啓発や受診率の向上に努め、被保険者の健康保持・増進を図りま
す。保健事業とは、保険者が行う特定健康診査や歯科健診のことをいいます。

一部修正

16 39 医療
市（市政の再生の
視点）

意見としては伊賀圏域での医療完結ではなく、伊賀市内での二次救急医療を完結できる体
制を望んでいます。
機能分担は伊賀市内での二病院で完結する。と明記し努力すべきである。

医療福祉政策課

二次救急医療の市内完結が望まれていることは承知しています。
しかしながら、伊賀圏域３病院における医師数や看護師数等の状況からも、最大限の努力
により伊賀圏域での医療完結を維持しているのが現状ですのでご理解いただきますようお
願いします。

修正なし

17 43
福祉
総合
相談

伊賀流自治の視点
から見た各主体の
役割・・・市民（団
体）・・市民の役割

情報を得ることは難しい 福祉相談調整課

関係団体や機関は（民生・児童委員、介護サービス提供事業所、居宅介護支援事業所、各
種ボランティア団体等）個別支援や地域支援を行ううえで市民との関わりが非常に大きいも
のがあります。その中で問題を抱え困っている人の話を聞いたり、支援をしている中で困難
な問題が発覚すると、関係機関に繋ぐ手助けをしていただくことを明記しています。
最近では、金融機関や小売業者等サービス業種からの情報提供も増えており、それを発端
に必要な支援につながり、困り事の解決に至る事例が多くあります。

修正なし

18 45
障が
い者
支援

伊賀流自治の視点
から見た各主体の
役割・・・地域・・・地
域の役割

情報を得ることは難しい→市の役割でないのか 障がい福祉課

障がいのある人に必要な情報をお伝えすることは、ご指摘いただきましたように市の役割で
す。これまでもそう考え「伊賀市障がい者福祉ガイドブック」を作成し、随時更新も行いなが
ら、情報提供を行ってきました。ただし、障がいのある人は、様々な生活のしづらさをお持ち
です。積極的に情報を得ようとされない人、困りごとが整理できず相談に至らない人など、
これまでの個別の支援の中で、ガイドブックやホームページ、あるいは市の広報などによる
情報提供では、十分でないことが判っています。困ったときには（何かあったときは）、『とに
かく（障がい者相談）支援センター』となるよう、相談支援の充実を図りますので、お困りの
方がお見えになりましたら、障がい者相談支援センター等におつなぎいただきたいと思いま
す。

修正なし

19 56・57

子育
て・少
子化
対策

子育て支援対策事
業（1-3-1）

１億総活躍時代の中で子育てと仕事を両立できるよう支援体制に更なる期待をしている。

こども未来課
保育幼稚園課
健康推進課
保険年金課

子育て世帯の方が、安心して住み、子どもを生み育てる環境を充実させるため、妊娠から
出産、子育てにおける様々な場面において、切れ目なく支援できる体制を充実させていき
たいと考えています。
また、児童手当や（特別）児童扶養手当の支給、放課後児童クラブの充実や保育所（園）・
幼稚園等の環境整備、子ども医療費等についても充実させる中で、子育てと仕事が両立で
きるよう取り組んで行きたいと考えています。

修正なし

20 61
危機
管理

河川維持・改修事
業（2-1-1）

鞆田自治協議会の要望として、毎年河川の浚渫を要望している。特に下流の下友田区内で
は、大雨の時は水位の急激な上昇もあり早期な対応を望んでいるので、実現を強調した文
面にされたい。

公共基盤推進課
三重県が管理する鞆田川の浚渫については、堆積状況等の経過を観察しながら、管内の
要望箇所から緊急性など総合に判断し実施を検討しているところですのでご理解をお願い
します。

修正なし

21 69
一般
廃棄
物

伊賀流自治の視点
から見た各主体の
役割・・・市民（団
体）環境美化活動

ゴミ収集に参加し分別までは行いますが、ゴミ袋の提供と収集を曜日指定ではなく御願いし
たい。（ボランティア用）

廃棄物対策課

今年度、「伊賀市指定不法投棄物等回収専用ごみ袋交付要綱」を制定し、次年度から各自
治会等にボランティア清掃等のごみ袋を支給する計画で、現在進めています。また、収集し
ていただいたごみについては、予定している場所（市民センター等）へ出してもらえば回収
するよう計画をしていきます。

修正なし

22 71
上下
水道

生活排水処理施設
整備率のさらなる
向上

各地域ごとの設置率（普及率）を公にしてもいいのではないでしょうか。補助工事の意味が
ないのでは。

下水道課
次年度から伊賀市生活排水処理施設普及率及び各地区（各支所）単位での普及率を伊賀
市ホームページに掲載するなど検討いたします。

修正なし

23 74 観光
観光客の大部分は
忍者をテーマに当
市を訪れる

上野公園内の伊賀流忍者博物館は、忍者に関連するからくりや資料は十分とは言えない
が、いがまちの沢村家や阿山の藤林家は博物館に無い物がある。また、忍者に関して言え
ば近隣の甲賀市の甲賀流忍術屋敷もあり、双方とも観光客に人気の施設であるが、伊賀
の忍者に関わるそれぞれの施設を総合的にプロデュースした観光メニューを考えてはいか
がか。既に忍者をテーマにした着地型観光メニューもあると思うが、広くPRすべきである。

観光戦略課
いただいたご意見は、「地域ぐるみの観光誘客と情報発信」「地域全体で観光客を受け入
れる体制づくり」に含まれると思われますので計画の修正はいたしませんが、具体的な施
策を実施する際の参考とさせていただきます。

修正なし

24 76・77 農業

担い手農家・集落
営農等への支援と
有害鳥獣被害への
支援（3-2-1）

当地域でも耕作放棄地が多くなりつつある中で、担い手がいない状況である。外部から担
い手を募る方法等の施策も検討してほしい。また、有害鳥獣被害については、金網柵を設
置しているが、まだまだ足りていないので、新たに設置する場合の補助対策も検討してほし
い。

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、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する集落営農の取り組みを推進しています。特に鳥獣害対策は個
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。現在、国の施策
では、費用対効果の悪い地域は全体に設置できないので変更を国にも要望していますが、
現状では市単事業の中で複数年で計画をお願いします。

修正なし

25 77 農業
担い手農家・集落
営農等への支援

計画では、理想を書けるが、地域の実情を市行政は把握しているのか？　的外れの助成金
を出していては集落営農組織の強化にはならない。また、担い手と農家の育成に努めると
あるが、地域によっては、担い手が見当たらない、何処から連れてくるのか？　理想は書け
るが、その地域の実情に合った計画を作らなければ、絵に描いた餅になってしまう。営農組
織を作っても、高い法人税を取られては、組織も維持できない。

農林振興課

人と農地の問題を解決するための人・農地プランの作成をお願いしています。地域の実情
については関係機関の協力もあり市ではおおむね把握していると考えています。市単の助
成金は集落営農組織の育成、維持のための機械補助で的外れではないと考えます。また、
国の制度でいただける補助はできるだけいただくように施策を進めています。地域の担い
手は誰かが担保してくれるものではありません。集落や地域で話し合う中で方向性を見出
し絵に描いた餅ではない計画を地域で作成していただくようお願いしています。

修正なし

26 93
都市
政策

伊賀流自治の視点
から見た各主体の
役割・・・市民（団
体）・・適正な土地
利用に関して

大半の人が田や山に執着心がなく、荒れ放題になってきております。行政主体で考慮しな
ければ、住民は一部の関係者のみで声をあげてもなかなかついてこないのでは。

農林振興課

自治の基本は自助、共助、公助という基本原則から成り立っています。大半の人が田や山
に執着心がなくなっているということについて、行政では人と農地の問題を集落全体で考え
ていただくようお願いしているところです。多くの地域で多面的機能支払や、中山間地域直
接支払などの交付金を受けていただき、荒れ放題の農地を少しでも無くすよう取り組みを進
めているところです。行政が主体性を持って考え、各地域にお願いし施策を進めています。
一部の関係者のみで声を上げているということではないと考えますのでご理解ください。

修正なし

27 97 道路

伊賀流自治の視点
から見た各主体の
役割・・・地域・・・道
路整備や修繕に関
して

道路（橋）の修繕拡幅工事等は、旧郡部までなかなか回ってこない。道路パトロールは、何
を巡視しているのか。

建設１課・２課

道路パトロールは、市街・郊外に関わらず、日々市内各所の道路を巡視し、危険箇所につ
いて緊急を要する場合は応急的な処置を行っています。大規模な道路改良や修繕工事に
ついては、地域からの要望と執行予算のバランスをとりながら状態を的確に判断し、優先
順位を付け、計画を行っていますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

修正なし

28 98
公共
交通

公共交通の行政
サービス巡回車に
ついて

行政バスは支所が起点であるが、いがまち周りのコースを考えではどうか。特に買い物先
はオオクワ、マックスバリュであり、阿山からJA、新堂駅、柘植駅廻にするなど市民がよく利
用する施設等を周回できるコースを望みます。

交通政策課

第２次再生計画の基本事業において、バス交通については、交通事業者や地域と連携し、
利用実態やニーズに合わせたダイヤやルート設定を行うことなどにより、安定的で効率的
な市民の生活交通確保に努める旨、記載しています。具体的な対応については、今後地域
をはじめ関係者と連携しながら協議を進めていきます。

修正なし
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29 98
公共
交通

公共交通の行政
サービス巡回車に
ついて

阿山地区は隣接の滋賀県甲賀市との関わりが深く、昔、国鉄バスが運行していた時は、佐
那具駅から旧甲南町（現甲賀市甲南町）へのコースがあり大変便利でした。自治体が違う
が甲賀市へのコースを検討してほしい。伊賀市から甲賀市へ、また甲賀市から伊賀市への
アクセスにより市民交流が今以上にレベルアップすると考えます。

交通政策課

バス路線の近隣自治体への乗り入れについては、地域住民のニーズに合わせた運行及び
公共交通ネットワーク形成の観点から、伊賀市地域公共交通網形成計画の施策のひとつ
としても位置づけていますが、アクセス先自治体との調整も必要となってくることから、まず
は詳細なニーズ調査等を行った上で、その必要性や具体的な内容も含め、地域との協議
が必要と考えています。

修正なし

30 99
公共
交通

伊賀鉄道伊賀線に
ついて

伊賀線活性化促進事業については、人口減少などの要因により利用が落ち込み、継続運
用が難しいと考えます。現路線を廃止し、道路として活用できる鉄道敷きは道路敷きし、接
道の道路を2車線に拡幅し通行できるようにすれば、伊賀市北部地域から伊賀神戸までの
バス通学等の乗り入れが容易になると思うが、どう考えますか

交通政策課

伊賀線は市内公共交通の基幹的な役割を果たしている路線であり、市内公共交通ネット
ワークの形成はもとより、これからの市のまちづくりに欠かせない路線として、平成29年度
から公有民営方式による維持・存続を図ることとしています。
ご意見の鉄道敷を道路敷とし拡幅することについては、鉄道敷が既存道路に接道していな
い区間もあるなど、道路改良に莫大な投資が必要と考えられ、現時点では通学時間帯以外
の交通量なども踏まえた費用対効果等を考慮すると、実現は困難であると考えます。

修正なし

31 99
公共
交通

伊賀流自治の視点
から見た各主体の
役割・・・地域・・・地
域住民の交通ニー
ズ

三交が撤退した後、行政バスは走っておりますが、自家用車の無い方々にも病院行き、
スーパー行き、文化会館等見たいところもあると思いますので、阿山から病院等への直行
便、いがまち運行便の併用等の運行ルートの再検討が必要と考えます。（買い物の場合、
阿山支所からマックスバリュー佐那具店及びオークワ伊賀新堂店のルートがあるが、時間
がかかる。）

交通政策課

第２次再生計画の基本事業において、バス交通については、交通事業者や地域と連携し、
利用実態やニーズに合わせたダイヤやルート設定を行うことなどにより、安定的で効率的
な市民の生活交通確保に努める旨、記載しています。具体的な対応については、今後地域
をはじめ関係者と連携しながら協議を進めていきます。

修正なし

32 94・95
住環
境整
備

空き家の適正管理
の推進

特定空き家等危険な空き家は地域住民として防犯上、大きな問題である。持ち主への働き
かけ、また市の代執行等を考えてほしい。

市民生活課

「特定空家等」と判定した危険な空き家については、所有者に対し法律に基づく措置（指
導、勧告、命令等）を行います。しかし、所有者が対応せず、周囲に大きな影響や危険が及
ぶものについては、個々の状況に応じ地域の皆様とも協議しながら、行政代執行も視野に
入れ検討していく必要があると考えています。

修正なし

33 123
文化・
芸術

文化.芸術振興事
業に関して（6ー2－
1）

今年度、鞆田地区では第11回目の展覧会を開催しますが地区の少子高齢化に伴い作品数
や来場者も減りつつ有ります。この事業を一度廃止して行政側の方から地区住民の皆さん
が楽しく喜んで親睦の和を広げて頂くような事業を逆に提案をして頂ければと思います。

文化交流課

鞆田地区の展覧会は地区の皆さんが知恵と力を出し合って開催されているもので長く続け
ていただきたいと思います。市で開催している市展も同じ課題を抱えていますし、どこの地
区も少子高齢化で同じような課題に当たっていると思いますので、一緒に考えさせていただ
けると思います。

修正なし

34 138
地域
内分
権

「７-１-１　ガバナン
スの確立による分
権型まちづくり　現
状と課題」
・・・これまで以上に
行政だけでなく市
民や自治組織、市
民活動団体、企業
等がそれぞれの役
割を認識し、連携・
協力して、地域を
育む取り組みを継
続的に行う、・・・

「行政だけでなく」という表現は適切でしょうか？市行政として、自治条例に基づき総合計画
の策定を進めていることは事実ですが、それぞれの地域において、「分権型まちづくり」を進
めるためにその地域に居住する市職員はどのような役割を演じるべきでしょうか。市の方針
を仕事として伝えるだけではなく、また、強引に市の方針を押し付けるのではなく地域の一
員としての共に汗をかく地道な活動が必要だと考えます。指導するのではなく一緒に地域で
生きる姿が必要です。「行政だけでなく」という表現では、地域住民の理解を得られません。

総合政策課

市内に居住する市職員は当然、地域の一員であり、市民の一人であり「これまで以上に行
政だけでなく市民や自治組織、～」の市民に含まれます。この表現については、基本構想
にも記載があるため、修正はいたしません。ただし、ご意見にありますように市の職員は、
自治基本条例第13条に掲げる「まちづくりの参加における市民の責務」（積極的なまちづく
りへの参加）を、より意識する必要があると考えます。

修正なし

35 140
広聴
広報

７-１-２　理解と共
感につながる市政
情報の共有化　現
状と課題」
・・・今後の市全体
の戦略的なシティ
プロモーションの展
開・・・また、シティ
プロモーションツー
ルとして・・・ホーム
ページのウェブアク
セシビリティ・・・

「理解と共感につながる市政情報の共有化」を目標にしている広報広聴の課題がまさにこ
の文章ではないでしょうか。
「シティプロモーションの展開」、「シティプロモーションツールとして活用」、「伊賀市公式ホー
ムページのウェブアクセシビリティ向上」という横文字中心の文章で多くの市民の理解が得
られるのでしょうか。
市民の側に立った説得力ある表現が求められます。

広聴情報課 ご指摘を踏まえ、わかりやすい文言に修正します。 一部修正

36 153
情報
化

具体的な取組
基本事業①　行政
事務の情報化の推
進

住民票の写し等がコンビニで取得できるようになり、大変便利になったと思います。市役所
や支所に行き申請書を書き手続きをするよりも時間が短縮できますし、朝早くから夜遅くま
で対応してくれます。しかし、コンビニのある地域は偏りがあります。農山村地域では、昔か
らあった商店はなくなり、農協の支店も統廃合されようとしています。地域の過疎化に拍車
が更にかかっていきます。商工会等と連携協力しマルチコピー機を設置する店舗の募集や
補助制度の実施するなどの対策を追加するべきではないでしょうか。

住民課

コンビニ交付は、住民基本台帳カードまたはマイナンバー（個人番号）カードを利用して交
付対応店舗のコンビニ（ローソン、サークルKサンクス、ファミリーマート、セブンイレブン）
で、証明書の取得ができます。利用時間帯も6時30分から23時まで、昼休みや夜間、休日
でも自分の都合にあわせて取得することができます。また、コンビニの無い地域の方も、伊
賀市内に関わらず、全国約48000箇所のコンビニで取得することができます。
また、マルチコピー機を設置する店舗については、証明書交付サービスの運営主体である
J-LIS（地方公共団体情報システム機構）と協定書や契約書の締結が必要となり、キオスク
端末及びセキュリティを十分確保したネットワーク等について、J-LISの示す要件に準じた
設備を構築する必要があり、個人事業主が取り組んでいただくには大変難しいと考えられ
ます。
　他の対策として、現在、３３の地区市民センターで証明書の交付業務を行っております。
証明書交付専用FAXが老朽化に伴い故障等している箇所があり、取次ぎ業務を行っていま
すが、引き続き、地区市民センターで証明書の交付業務を行っていきたいと考えています。

修正なし

37
全体
を通し
て

伊賀流自治の視点
からみた各主体の
役割

市（市政再生の視
点）

全体を通して、市が各地域にどんな支援ができ或いはできないのかが曖昧で結局なにもし
てくれないという印象しか残らない。
また、地域に帰れば市職員も一市民ですが、地域で具体的にどのように活動しているかは
重要な要素となります。どのように記述するかは難しいとは思いますが、何らかの表現をす
るべきだと思います。

総合政策課

人口減少や、財政の縮小、職員の定数減など、これまでと同じ行政規模を維持できない状
況になりつつあります。まずは、補完性の原則にもとづき、自ら地域課題の解決に向けてで
きるところは行っていただき、他の団体との連携や市の支援が必要となれば、補完し合うこ
ととなります。なお、市が地域に行う支援もありますが、何もしてくれないとの印象があると
のことについては、市側からの情報提供等が不足していることもあるかと思いますので、ま
ちづくりに関する情報共有に努めたいと考えています。
なお、市職員へのご意見については、意見34の回答をご参照ください。

修正なし
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