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第１１回伊賀市総合計画審議会 議事録 

 

開催日時 平成 29年 1月 25日（水）14:00～16:15 

開催場所 伊賀市勤労者福祉会館 大会議室 

出席委員  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） 

 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） 

 川口 裕司（公募委員） 

 中川 幾郎（帝塚山大学 名誉教授） 

 相川 康子（特定非営利活動法人ＮＰＯ政策研究所 専務理事） 

 大櫃 忠昭（上野西部地区住民自治協議会） 

 岩倉 佳子（柘植地域まちづくり協議会） 

欠席委員  平井 俊圭（社会福祉法人伊賀市社会福祉協議会） 

 松井 謙二（伊賀市民生委員・児童委員連合会） 

 松岡 克己（伊賀市人権同和教育研究協議会） 

 永井 佳恵（百五銀行） 

議事日程 １ あいさつ 

２ 議事録署名人の指名について 

３ 審議事項 

（１）第２次再生計画最終案について 

４ 今後のスケジュールについて 

５ その他 

議事概要 １ あいさつ 

（会長） 

皆さんこんにちは。第 11回伊賀市総合計画審議会を始めたい。前回の会議で急遽

入院することとなり、その間ご迷惑をおかけした。副会長には極めて的確に進行し

ていただき、感謝している。今日も引き続きよろしくお願いしたい。 

 

・資料確認 

・委員の交代について 

・事務局より会議の成立、会議の公開について報告 

 

２ 議事録署名人の指名について 

（会長） 
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先ほど事務局より本日の会議は成立していること、また会議について公開すると

報告されましたので、ご了承をお願いしたい。続いて、議事録署名人の指名につい

て、私のほうから、大櫃委員、川口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次再生計画最終案について 

・資料１、２－分野別計画の修正について説明（事務局） 

（会長） 

分野別計画に関する意見と修正、対応方針について、ご意見等はあるか。 

（委員） 

道路の件だが、ＫＰＩは市道改良率と書いてある。新しい市道を造る、市道の幅

を広げる、市道を直すなど、いろいろあると思うが、この改良率だけでよいのか。 

（会長） 

もうひと方。 

（委員） 

障がい者支援については、パブリックコメントで「しなくてよいのか」といわれ

ているところが「修正なし」だったので、それに対する補強として申し上げたこと

である。冊子の 46、47ページだが、載せない理由がよく分からない。パブリックコ

メントでご発言いただいていることに関して、意見を聞き入れたというのが誠意あ

る対応だと思っている。国全体の動き、例えば何年ぐらいに権利条約が批准され、

ここ数年、差別解消法、虐待防止法など、たくさんの法律が変わっている。そうい

うことを、現状と課題に１項目設けて書くことがなぜできないのか理解に苦しむ。 

それから、放課後子ども教室に関して「子どもの居場所」に広く入っているとい

うことは言い分として分かる。ただ、前回計画できちんと挙げていることがなくな

ってしまうことに関して、政策的に後退したと見られる可能性があるので、例示と

してでも挙げておくべきだと思う。「居場所」というだけでは、本来放課後子ども教

室に必要だといわれている生活習慣をつける、おやつにする、宿題をするなど、き

め細かく指導することができない可能性がある。おっしゃっることは間違ってはい

ないが、政策で見ていった場合、後退と見られる恐れがあるので、例示としてでも

入れておいたほうがよいと、重ねて申し上げる。 

（事務局） 

道路の指標設定について、改良も新設もあるが、新設ならば何路線を目標にする

かなど、一つひとつは個別の案件で、地区の状況などで変化するので、全体的な市

道の改良率という形で示すしかないということで、原課も回答していると思う。 

委員の意見は、重々承知をしている。原課とは昨日も話をしたが、原課は原課で

思いもあるので、もう一度、現状と課題に入らないのか、きちんとさせていただき
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たいと思う。放課後子ども教室も同じ話であり、例示でも入れるほうが市民も分か

りやすいと思っている。この意見については、次回までに結論を出させていただき

たい。原課でどうしても載せないというところがあったら、また個別にご相談させ

ていただきたいと思うので、お許しいただきたい。ただ、子どもの居場所の話につ

いては、後ほどの横断的取り組みの中の「子どもは伊賀の宝」というプロジェクト

の中に事業名は入っており、横断的な取り組みの中では想定をしているとご理解い

ただきたい。 

（会長） 

道路の改良率については。 

（事務局） 

なかなか他の指標の設定が難しいということで、道路改良率が出てきている。新

設の目標として何キロ新設すると設定しても、実現はかなり厳しいのが現状である。

全体的な市道の改良率という大きな視点での指標しか、現在のところは設定が難し

いということなので、ご理解いただけないかと思う。 

（委員） 

一番気になるのは、修繕というか、壊れている道がどれだけ直されているかを知

りたい。一目見て「これだけやってくれているのだな」と分かるような指標はない

のか。 

（事務局） 

個別修繕でどれだけできたかを測ろうと思うと、実際その道路の改修工事で、ど

のぐらいの路線にいくらの予算で発注したかなどを全部追いかけていくことになる

と思う。そうすると、かなり細かい単位になり、個別に精査し、積み上げいくこと

が、なかなか難しいと考えている。修繕といっても、家の前の水たまりを直すとこ

ろから、道路を舗装し直すところまで入っており、なかなかどの地点ということは

難しいと思う。 

（会長） 

  委員はいかがか。 

（委員） 

申し上げたのは、別にその法律一つを入れろという話ではなく、権利条約が国連

で認められて、ここ２、３年急激に法律が変わっていることも踏まえたという社会

情勢として入れればどうかという話である。 

（会長） 

これについては、先ほどの答弁のとおり、原課にもう一度、その背景を書くこと

に何ら支障がないはずだと市民が思っていると言ってもらいたい。それでも抵抗す

る要素は全くないと思う。いくつかの法律をきちんと書き、全体の中で伊賀市の取

り組みがどの位置にあるかを示すことは、市民にとって非常に分かりやすくなると

思う。放課後子ども教室も居場所だと言っているのだから、例示的に入れることに
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支障はないと思う。審議会の指示事項と言ってもらって構わないので、直していた

だきたい。 

 

（委員） 

第２次再生計画の中に何か所か細かな数字がある。この数字は何を表しているの

か。 

（会長） 

脚注の番号の意味である。 

（委員） 

分かった。見落としていた。それと、先ほど障がい者支援の話が出たが、相談件

数や相談にみえた方の人数が数字として出ているが、同じ人が何回も来ても、その

回数というか件数は上がる。そうすると、伊賀市では何人ぐらい障がい者の方がお

られるか数字的なところは把握していないが、例えば 1,000 人のうちの１割ぐらい

の 100人の人、あるいはもっと少ない 50人ぐらいの人が、何回も相談ごとにみえて

いるのか、その辺りのところは一般の人が見たら分からない。ただ件数が多いから

よいのではないかというところがあるような気がする。障がい者全体に支援が行き

渡っているかどうかが分かりづらいのではないかと思う。その辺りは、どう把握さ

れているのか。 

（事務局） 

ＫＰＩの相談件数や人数については、この審議会でも検討していただき、課題を

整理して、やはり障がい者支援については相談件数でよいということで、一定了解

していただいていると思う。おっしゃるように、相談件数が増えればよいのか、少

なければよいのかというところもあるが、障がい者相談支援センター等の相談件数

を増やしていく目標値としているのは、障がい者の相談を積極的に受けて、障がい

者への支援ができないかというところで、目標値については増やす方向で設定して

いるところである。 

（委員） 

相談にみえている方には、細かく説明されていると思うが、実際に 100 パーセン

トとはいかなくても、障がい者の半分や３分の２ぐらいの人たちにまで支援の手を

差し伸べているのか。相談に来ないから、支援もできないのだという形でされてい

るのか。行政側から障がい者は把握していると思うので、そういうところへ手を差

し伸べているのかということをお聞きしたい。 

（事務局） 

障がい者には障がい者手帳を交付しているので、相談にみえない方についても、

障がい者支援は行っている。その中で、困りごとがあった方が、相談におみえにな

るということで進めていこうと思っている。 

（会長） 
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非常にヒューマンで気持ちの通ったご質問かと思う。障がい者問題は専門家では

ないが、この相談件数の中には、家族からの相談も含まれるはずだと思う。１人が

何回か相談すると件数としてカウントされるのはご指摘のとおりである。障がい福

祉担当課とすれば、障がい者手帳が交付されており、きちんと実人員は把握してい

ると思う。ただ、手帳を持っていない方や申請すらしていない方もおられるので、

潜在的な、その辺りの相談も受けないといけないと思う。 

（委員） 

そういう手続きのしかたが分からない人も、中にはいるのではないか。そういう

人たちにも、手を差し伸べるというか、そういう抜けているところもあるのではな

いかと思う。 

（会長） 

そういう質問が出ていることを重々留意してくれるよう、担当者に伝えていただ

きたいと思う。支援センターの相談件数で委員会として折り合いをつけた記憶があ

るが、以前におっしゃっていたのは、実人員を分母として、分子にどういう政策を

するかというのが本来のシャープな評価ではないかという意見もあった。やはり、

まだ予備軍的というような人も含めて、気楽に相談できる件数が増えることが、実

は開かれた障がい者行政ではないかということから、相談件数にしたのではなかっ

たかと思う。ここは、そのようにご了解いただけたらと思う。 

（委員） 

了解した。 

（会長） 

それでは、いただいたご意見をもとに、担当課ともう一度協議し、修正をかけて

いただきたい。引き続き、横断的取り組みについてご協議いただきたい。 

 

・資料１－横断的取り組みについて説明（事務局） 

（会長） 

「横断的取り組み」についてご議論いただきたい。 

（委員） 

「プロジェクト」ということは、新たにプロジェクトを作る、組むということか。

これは、６つの分野と施策とを全部含めて、横断的につながっていくのだと思う。

178 ページに図で示されているが、市と地域と市民が一体となってということであ

る。そうした場合、「市」は当然行政と分かるし、「地域」は住民自治協になるので

はないかと思うが、この「市民」とは、一般市民にこのプロジェクトの中にピック

アップして入ってもらうのか、市民全体を考えているのか、「市民」という取り方は

どのようなことなのか。 

（事務局） 

プロジェクトについては、前半の分野別計画の中から飛び出たものではない。分
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野別計画のそれぞれの事業や施策を、関連するところをまとめている。特に、市長

がやっていきたい部分を４つにまとめているので、分野別計画に書いてある事業が、

すべてのプロジェクトに入っているわけではない。それから、市民の関わりだが、

分野別計画の中で市民の役割、地域の役割、市の役割を整理している。基本事業に

ついて、それぞれに期待される役割を反映しつつ進めていくと分野別計画の中に書

いてある。プロジェクトとしてどのような進め方をしていくのか、前回の審議会で

もご意見もあったところだが、具体的にプロジェクトの位置づけや進め方をどうし

ていくとよいかは、これから考えていくところである。ただ、ここの「市民」とは、

特定された市民ではなく、それぞれに関心のある市民や、少しでも協働して進めて

いただける方が、たくさん出てくればよいと思っている。 

（委員） 

懸念するのは、パブリックコメントなどをしても、実質応募していただくのは、

市民が９万人いる中でわずかである。市民に参加してくれという呼びかけや案内を

されても、なかなか伊賀市民の考え方からいうと、積極的に参加されるのだろうか

と思う。参加してくれれば盛り上がって、いろいろな意見も出てくると思うが、特

定の人だけであれば、あまり「市民」と期待しても、行政主体で物事が進んでいく

のではないかという感じがする。 

 

（委員） 

183ページの参考指標で、①「移住相談等の件数」が、平成 27 年の 20件から 250

件と、かなり大幅に増える設定をされている。これは何か根拠というか、大幅に増

える期待があるのかをお聞きしたい。 

それから、目標値の年度が、平成 32 年や 31 年とまちまちである。これを１本し

たほうが評価しやすく、分かりやすいのではないかと思う。何かそれも意味がある

のか。 

（事務局） 

「移住相談等の件数」については、分野別計画の 150 ページ「住民自治」での指

標になっている。その中の説明として、今年度ぐらいから、本格的に移住コンシェ

ルジュを設置したり、移住相談会も東京や大都市圏へ本格的に行きだした。現状値

は、取り組みが少なかった時代の 20 件であり、目標値が 250 件となっているのは、

少し数が多過ぎるというご意見があるかと思うが、実態としては、本格的に移住相

談の取り組みを始めたとご理解いただきたい。 

それと、目標年度がまちまちなのは、分野別計画の指標が最終年度の 32年度であ

り、平成 27 年に策定したまち・ひと・しごと創生総合戦略の目標値が平成 31 年度

であるので、揃えるのは少し厳しいと思う。 

（会長） 

先ほど委員からもご指摘があった 178 ページの図は、本編の伊賀流自治の視点か
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ら見た各主体の役割というところで、市民と地域と市で全部並べていっているから、

それを踏襲するという趣旨だと理解した。決して、本編と逸脱したものを作れるわ

けはない。そうすると、書いてある事業が全部本編にある事業なのだという理解で

お願いしたい。 

 

（副会長） 

183ページの参考指標で、④「伊賀流忍者博物館の外国人入込客数」の目標値 25,000

人は、平成 27年に既にクリアしている。どこから引っ張ってきた数字なのか気にな

った。 

（事務局） 

おそらく平成 27年初頭の数字である。この数字がもう達成しているというお話で

あれば、この指標はあまり参考にならないので、取ってしまうか、別の指標を探す

などとなると思う。また別の参考になるものを探したい。 

（副会長） 

平成 31年、４年後の数字であれば観光協会で何万人という数字が出ており、使え

るのだが。 

（会長） 

すでにクリアしたものは書き直しをお願いしたい。 

 

（委員） 

個別の話に入る前に、少しこのプロジェクトの位置づけ、178 ページのイメージと

総合戦略との関連づけの話を決めてから、個別の話に入っていただけるとよいと思

う。気になったのは、178 ページの図も含めてだが、「プロジェクト」という言葉に

関して、行政が思っているものと、市民が思っているイメージとのずれがあるよう

な気がする。前回の議事録を読むと、プロジェクトとは、柱ごとに新しい市民公募

の委員会のようなものができ、そこで一緒にやっていくプラットホームのようなも

のを市民はイメージしていると思う。しかし、行政のほうは多分そこまでは行かな

いのではないかという気がしている。少なくとも、第１次計画の重点的プロジェク

トのときにどのような体制をしたのか。その体制の結果、できなかったことは何な

のかという反省のもとで、個別にこの４つのプロジェクトをどのように動かしてい

くのかという提案がないと議論もできず、意見も言えない。178 ページで、市が担う

役割として「推進体制を整え進行管理を行います」と書いているが、あまりにも漠

然としている。例えば、それぞれのプロジェクトに対して、どこの課が中心になる

のか。あるいは、庁内で何か組織を作ってやるのか。その場合の市民参加のあり方

はどうするのかというところで、基本設計が分からない。それぞれに実行委員会方

式でやってくれるのかと期待している委員もいらっしゃると思うので、まずそこを

決めないか。 
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それから、まち・ひと・しごと創生総合戦略と無理やりに関連づけるから、この

ような訳の分からない 179 ページの図になる。活性化のところは記述として書いた

らよいと思うが、それをこの基本目標の１、２、３、４と関連づける必要は全くな

い。そこをもう一度、議論していただきたいと思う。正直、まち・ひと・しごとは

この委員会の所管なのだが、それほど議論をしていない。これは人口をあまり減ら

さないためだけに特化したもので、総合計画のほうが地域自治の話なども全部含め

て、本当は幅広いはずである。それを人口増に落とし込んでいくので、非常に小さ

なことが大きなプロジェクトになってしまったりする。関連づけるぐらいにして、

このように分けないほうがよいのではないか。そうすると、このプロジェクトの表

記ももう少しすっきりしてくると思う。とりあえず、プロジェクトのイメージをも

う少し固めてからでないといけないのではないか。 

（委員） 

思いは全く同じだが、少し違う視点から、これを見て初めて思った疑問を先に言

わせていただく。「横断的な取り組み」とあるので、どこが横断するかと思って読ま

せていただいたところ、「具体的な取り組みと市の役割」の中の担当課が全部一つひ

とつである。つまり、横串を刺すことが第２次再生計画の着地の大前提だったと思

うのだが、どのようにここに反映されているのか疑問である。横断的に出てくる施

策は必然的にあるはずだが、そのような議論をしているのかという視点が一つであ

る。 

もう一つは、例えば住民の側から見た場合という視点で考えたいのだが、基本事

業名はあがっているが、どのような団体が関わられるのか、あるいはどのような思

いを持った個人や地域での役割を担った方が参画されるのかという姿が見えてこな

い。つまり、練り上げられたものであるのかという疑問にまで行き着いてしまう。 

（会長） 

その議論は当然するべきだと思っていたのだが、一通りご発言をいただいてから、

少しラジカルな話をしようと思っていた。一旦、ここで議論を再整理したい。まず、

横断的な取り組みのプロジェクトは、事業を指すのか推進体制を指すのか、あるい

は優先的な事業組み立ての名称なのか、いろいろな位置づけがあると思うが、「プロ

ジェクト」という言葉が抽象的ではないか。中身をきちんと説明してほしいという

意見である。 

それから、１～４までの各章のうち、いくつもの事業が連携しているが、その柱

ごとの推進調整責任体制はどうなっているのか。事業を並べただけでは前へ進まな

い。仕組みもきちんと書かないと動かないのではないかという指摘がある。 

それから、伊賀市のまち・ひと・しごと創生総合戦略については、総合計画を重

点的に議論をし、それと整合性を持った創生戦略を作ったはずであるので、あえて

ここに、まち・ひと・しごと創生戦略を掲げなければいけない理由は何なのか。外

したところで問題はないのではないかという意見もあったと思う。基本目標をま
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ち・ひと・しごと創生戦略に合わせているから、非常に輻輳して分かりにくいとい

う意見だと思う。180 ページ以下の書き振りに関しても、まち・ひと・しごと創生戦

略の基本目標の主と副が、何か所も同じ所に出てきたりして、輻輳して分かりにく

い。再掲される事業が結構出てきているので、余計分かりにくい。そういうことを

考えて、「まち・ひと・しごと」のカテゴリーを外してもよいのではないかという気

がする。 

それから、マネジメントシステムで進行管理するとおっしゃったが、行政マネジ

メントシステムとは、あくまでもコストとパフォーマンスを監視することが役割で、

コスト・エフェクトは無理だと思う。そこに目を光らせるのは、むしろ政策評価の

ところになる。もしくは、プロジェクトは政策評価の対象ではないのか。行政マネ

ジメントシステムの部局に任せるには、あまりにも荷が重いのではないか。それが

できるとするならば、この総合計画に基づくＫＰＩでしかできない。その根拠もな

いのに、「やります」と言うことは、少し逸脱ではないかという気がした。 

（事務局） 

プロジェクトというものが表す概念、考え方については、先ほど委員がおっしゃ

ったとおり、新しい組織を作るというところをイメージされると思うが、プロジェ

クトと書いた直接的な理由は、第１次再生計画で「重点プロジェクト」と掲げてい

たものがあり、第２次では「重点」という言葉を「横断的」と見直したところであ

る。特にプロジェクトが表すものまでは議論をしていなかったところがある。冒頭

177ページに「横断的な取り組み」と書いているが、取り組みや計画という言葉を想

定して「プロジェクト」と書いているのが正直なところである。 

推進体制について、これをどのように進めていくのかだが、４つのプロジェクト

に対して、推進体制や責任体制をどのような形にするかは、庁内でも議論している

ところであり、現段階では確定していない。 

まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連だが、当初、この４つのテーマを掲げ

るに当たってベースとなったのが市長のマニフェストであった。あまりマニフェス

トを前面に出すのはどうかという指摘、意見がある一方で、この４つのテーマはど

のような背景でこの４つになったのか、この４つは一体どのような考え方に基づい

て設定されたのかという説明を補強するという意味合いにおいて、まち・ひと・し

ごと総合戦略が基本目標をちょうど４つ掲げていたので、その辺りと関連づけると

いう意味合いにしたところである。一方で、まち・ひと・しごと総合戦略自体をど

のように動かしていくかという中で、そもそも総合戦略自体が総合計画と整合を図

ることとしている。具体的には、国の補助金を取ってきて実際に総合戦略を動かし

ていくというところを担保する意味でも、新しい再生計画の中に溶け込んでいると

いう整理を図ることが、実際に事業を進めるに当たってもスムーズだということで、

このような関連づけのページを取らせていただいたものである。 

（会長） 
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行政マネジメントシステムに関してはいかがか。 

（事務局） 

この計画の全体は、行政総合マネジメントシステムでＰＤＣＡを回していくと言

い切っている部分がある。この横断的な取り組み自体がどのような形でＰＤＣＡを

回していくかについては、政策評価的な側面があるということもご意見として受け

取らせていただいたので、評価の仕方などもあわせて検討させていただきたい。 

（会長） 

少し整理したい。「ええやん！伊賀プロジェクト」は、市長の公約から来ている。

この４つの公約が、まち・ひと・しごと創生総合戦略とも連動していることをここ

で書くことによって、オーソドックスにやっているものではないということを言い

たかったように思う。総合計画といういわゆる市長任期にかかる計画については、

市長のカラーを入れることは当然許されると思うので、そこまで気を遣う必要はな

いのではないか。カラーがきついというのならば、「ええやん！伊賀プロジェクト」

の４つの柱に基づいた全体の取り決めと進行管理を重点的に考えます、でよいので

はないかと。 

（事務局） 

当初は総合戦略との関連もあまり想定していなかったところはある。具体的にも

う一度マニフェストと出してしまうとハレーションがあるのではないかという庁内

の議論もあり、そのエッセンスは置きつつも、あまり市長マニフェストなどは表現

として出さない方向で作ってきたのが現状であり、苦しいところがあるとは承知し

ている。 

（委員） 

そもそもこの審議会には、これは市長マニフェストから出てきているのでそのま

ま認めてほしいということで諮られたのではないかと思う。もし、この審議会で３

本なり４本なり柱を打たせていただけるのならば、そのほうがはるかにすっきりす

る。市長がマニフェストに合わせて組んでくれと言われている発言と、議会答弁が

もたないから市長マニフェスト以外のものと関連づけるというのは、私は市民では

ないからかもしれないが全く分からない。それなら、この市長マニフェストを全部

外して、もう一度この場で横断的にやって、効果の高い政策を何本か立てるほうが、

ずっと素直な審議会議論になると思う。そういうことはできるのか、できないのか。 

（会長） 

大変難しいのではないか。 

（委員） 

初めに出てきたときには、マニフェストだからもう一言一句変えるなという感じ

で出てきたのがおかしい。今のような話ならば、ひとつひとつこの審議会で了承を

取れれば、審議会の案になるのではないか。 

（委員） 
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事務局に聞きたいのは、審議となっていること。審議とは、いろいろ意見を戦わ

せて決めていく。ご意見をいただきたいということと、審議とは違うと思うので、

事務局の考え方は、抜粋して４項目は必要なので、それに対する意見を出せと言わ

れるのか、委員が言われたように、完全に無視して一つの柱を作っていこう、ある

いは４つの柱を作っていこうという意見を出させていただけるのか、その辺りのご

見解はどうなのか。 

（事務局） 

基本的には、こちらが作った案をご審議いただくというスタンスである。一から

組み立てるとなると、期間もあり、厳しいと思う。ただ、そもそも市長のマニフェ

ストであるのであれば、素直にそこで示していけばよいのではないかというご意見

もいただいたので、そちらに寄らせていただきたいと思う。 

（委員） 

それならば、方向性も自ずから分かってくる。 

（会長） 

総合計画の中で前期・後期、あるいは前期・中期・後期と分けて、それぞれ市長

任期に合わせて、基本構想に基づく枠から逸脱しない範囲で強弱をつけることは、

十分許されると思う。以前かかわった総合計画では、むしろそのようにするべきだ

と言ってきた。市長が変わったら、施策の強弱は変わるのだから、これはこれで許

されることだと思う。市長の公約に基づくこれだけの事業を強調して重点的に進め

たいということは別に抵抗はないが、具体的にどのように進めるかの具体論が少し

欠けているのではないかと言いたい。一つ一つここで審議するのかという意見があ

ったが、それについては少し別の見解である。その方向に沿って変えることは、や

ぶさかではない。ただ、表現の仕方として、もう少し具体論に踏み込んだらどうだ

と思っているということである。 

 

（委員） 

この再生計画の中で、関連事項は、例えば 2-3-1 と関連しているなどと括弧で書

いていただければ全体は分かるという提案をさせていただいた。もう一つは、忍者

や産学連携など、ある意味プロジェクトのようなもので、全体で把握する必要があ

るかもしれないという発言もしたと思うが、この再生計画の中に市長のマニフェス

トが出てきて、これは、われわれが審議した再生計画の中にあるものなのか、新た

なものなのかと質問をしたときに、中にあるものだという回答をされている。この

再生計画の中にあるものを、別途プロジェクト的に取り上げたという理解でよいと

思う。議論になっているのは、プロジェクトの定義的なところだと思う。「プロジェ

クト」というと、特別チームであったり、関係者が全部集まって会議して、進捗状

況を管理していれば、それはそれでプロジェクト会議だと言える。要は、役所とし

て、きちんとした施策の中で、そのプロジェクトとして達成率を上げることができ
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たかどうかである。各部署に任せておいても、ある達成率、あるいはあるＫＰＩが

結果として出てくることについて、プロジェクトという手法を導入することによっ

て、達成率が上がったというならば、そういう形でプロジェクト的に組むことはよ

いとは思う。「こういう組織で動かします」というものがプロジェクトである。「こ

れを目標とします」というのは、あくまでわれわれは再生計画を議論してきたのだ

から、やはりそこをもう少し分かりやすくしないといけない。同じものを取り出し

て、「これはプロジェクトです」というならば、会長がおっしゃるように、それは優

先事項にするなど、形の取り方である。そこの質疑をしっかりしないと、プロジェ

クトは目標なのか手段なのか何なのかというところが混乱している。そこが混在す

ると、こういう議論も散漫になる。あくまでわれわれの計画は計画どおりに行きた

い。でも、その表現のしかたは、「こういう手法で行きます」と「子どもについては

450 点を目指しています」ということを行政側でもはっきり言ってもらいたいと思

う。 

（会長） 

再生計画と整合するものであって、全く逸脱するものではないと、はっきりと答

えておられる。委員からご示唆があったように、前期の再生計画には重点プロジェ

クトとして、「厳しい財政状況のもと、市長の任期中に、特に力を入れて実施してい

く重点的取り組みとして位置づけたものです」とはっきり言っている。これを、議

会との関係で「ええやん！伊賀プロジェクト」と読み替えるという配慮をしている

だけで十分ではないかと思う。これ以上、何を遠慮することがあるのか。基本計画

は行政計画であり、行政の主導的な計画だから、市長の決意のもとにカラーを入れ

ることは十分許されると思っているので、それほど気にすることはないと思う。た

だ、委員もおっしゃったことを考えると、「プロジェクト」という名前が抽象的すぎ

る。どのように動かすのかが見えず、それを行政運営マネジメントシステムでやる

のは少し納得いきかねる。具体的にこういう組織を作って、こういう進行管理シス

テムでやるということを、もう少し踏み込んで書いたほうがよいのではないか。逆

にいうと、「ええやん！伊賀プロジェクト」の４本の柱については、ここに書いてあ

るだけで十分ではないか。やはり、やるといっている限りは、重点プロジェクトは

体制などもきちんと審議したほうがよいのではないか。そして、まち・ひと・しご

と創生総合戦略にまで気を遣う必要はないのではないか。 

（事務局） 

プロジェクトをどのように進めていくか、体制をどのように示していくべきかと

いうところについては、まだ庁内の本部会議では議論できていない。そういうもの

が必要だという話はしているが、来年度の組織の話も出ており、プロジェクトのと

ころまで議論が及んでいないというのが正直なところである。 

 

（副会長） 
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委員が指摘された、横断的なことなのになぜ担当課が一つだけしか書いていない

のかという質問に対してのお考えを聞きたい。 

（事務局） 

本日の資料には担当課名を入れているが、これを入れるかどうか議論していたと

ころである。４月以降、組織が変わる可能性があり、実際にその事業をその課が続

けて担当するかどうかも分からない。プロジェクトの中では、担当課まで記載する

必要はないのではないかという意見があるので検討したい。 

（委員） 

前提として、複数の課で議論した結果として出されたものという解釈でよいか。 

（事務局） 

担当課で考えた事業を、庁内のプロジェクトチーム会議や総合計画の本部会議で

検討したものであり、庁内のいろいろな課で議論した結果の資料と思っていただい

て結構である。 

（委員） 

問題はその中身をどのように話をして積み上げてきたかと思うのだが、それはな

さっているということでよいか。 

（事務局） 

基本事業レベルまでの話はしているが、その下の個別事業レベルの話し合いは、

おそらくなかなかできていないと思う。 

（委員） 

横串が刺さっていないということか。 

（事務局） 

実際、誰がやるというところまでの話はできていない。 

 

（会長） 

今日で最終結論まで出ないと思うが、大筋は見えてきたと思うのは、「ええやん！

伊賀プロジェクト」は、もともと市長公約に掲げられたことをアレンジしたもので

あって、それをそのまま使っているわけではないということか。 

（事務局） 

見出しはそのままだが、中身は当然分野別計画に合わせている。 

（会長） 

見出しがそのままであることについての抵抗があるかもしれないという懸念につ

いては、それは政治判断してもらいたいと思う。プロジェクトを作ることについて

は、何ら違和感を感じない。つまり、前回の再生計画のときには「重点プロジェク

ト」といっていたものを、今回は「横断的プロジェクト」と名前を変えているわけ

で、そこは工夫されたわけで、突然出てきた話ではない。ただ、中身をどれぐらい

具体的に書き込むのかについて、今回意見が集中した。答弁では、そこまでまだ具



 14 

体的な踏み込みができていないことは事実だということで正直にお答えがあった。

次のステップでは、どこまでそれが踏み込めるか、一度お持ち帰りいただいて、検

討されたらどうかと思う。事務局からご回答いただけたらと思うことは、地方創生

総合戦略を、このように矢印などでつなぎ合わせることの是非については、どうご

判断されるか。別に気を遣わなくても、外してしまってもよいのではないか。再生

計画ときちんとつながっていると言えば済む話ではないかと言ったが、どうか。 

（事務局） 

ここは、事務局の判断で回答できない。市長のマニフェスト的なものも含めて市

長と話をしているので、審議会のご意見は持ち帰らせてもらわないと回答できない。

179 ページで、「伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連づけ」と１ページ

を割いているが、例えばそうした関連づけのニュアンスが、178ページの４つめか３

つめの丸に書くということもあるが、そういう問題ではないか。 

（会長） 

どうしても見せたいと政治判断されるならば、抵抗はしない。ただ、その場合に、

基本目標１から４までは、これほどシンプルなつながり方ではない。例えば「にぎ

わいを取り戻す」は、基本目標４にもつながっているから、もっと線が増える。「住

み続けたい」に関すると、「にぎわいを取り戻す」と「誇れる伊賀、選ばれる伊賀づ

くり」との間でオーバーラップする。それで、外から人を呼び寄せるというコンセ

プトと、中の人に定着してもらい、中で雇用を増やす、中で産業を起こすという、

内向きの政策と外向きの政策がもっとシンクロしたほうがこの４つの柱は分かりや

すい。その整理をされるのならば文句はない。あとは政治判断である。 

（事務局） 

施策の割り振りは試行錯誤の部分もあるので、いただいたご意見で再整理したい。 

 

（委員） 

181 ページだが、横断的なものということで、「具体的な取り組み」の２番目「子

育て世代への社会的支援の充実」としか書いておらず、各基本事業名が書いてある

わけだが、これは具体的な取り組みと言えるか。具体的な取り組みは、もっと具体

的に書かないと、これだけ書いてあっても何のことか分からない。先程、放課後児

童クラブと放課後子ども教室が横断的な所に書いてあるとおっしゃったが、これだ

けでは、何かどう書いてあるのか分からない。 

（会長） 

分野別計画の 1-3-1に一度書いてあるから、きっと簡単になっているのだろう。 

（委員） 

それはそれでよいだろう。 

（委員） 

187ページの「市役所南庁舎のリノベーション」はどこまでするのか。リノベーシ
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ョンする。図書館などいろいろあるが、具体的にはきちんとなっているのか。 

（事務局） 

分野別計画の 3-3-1、5-4-1、6-3-2 ということで、中心市街地活性化事業に入っ

ている「現庁舎地を賑わいのある核となるような施設の検討を推進します」という

ことで、現在の南庁舎を改修し、その中にまず図書館を置きたいという話があるの

で、ここに書いている。それと、観光の情報発信ができるようなブースなどのよう

なにぎわいが創出できる機能を、この南庁舎の中に盛り込んでいきたいということ

で記載している。 

（会長） 

生涯学習関係施設と図書館を、全部南庁舎の中に集約させようかという考え方が、

ここに表現されているということである。 

（委員） 

この南庁舎は取り壊すと議会でもう決まっているという話が出ているのではない

か。市長は残すということで話を進めているが。これを残すという前提のもとに書

かれている。これはもう決まっているのか。 

（事務局） 

議会では、南庁舎を取り壊すという決議が何年か前にされている。ただ、市長は

南庁舎を利活用すると選挙公約に掲げて当選したこともあって、市長のマニフェス

トベースで４年間やっていく事業の中では、市役所南庁舎を残して、賑わいのある

施設にしていきたいという思いがある。187 ページについては、そういう政策的なこ

とも含めて記載させていただいている。決定事項ではないが、市長の計画の中では、

こういうことを進めていきたいということで記載している。 

 

（委員） 

今さらだが、この再生計画の期間は何年か。 

（事務局） 

４年間である。 

（委員） 

そうすると、このプロジェクトの関係と市長任期はリンクしている。そうすると、

プロジェクトというのは、再生計画の中の一部として、具体的に進めていこうとな

ると、予算が組んでいなかった、足らないなどといったことがないようにお願いし

たい。 

（事務局） 

プロジェクトに関連した事業については、市長の裁量によって、重点的に進めて

いこうという話であり、予算編成の際には配慮されると考えている。ただ、その年

の予算の状況によって、100つくものが 60であったり、20であったり、そもそも「こ

れは効果がないから外そう」ということが、４年計画のどこかに出てくるかもしれ
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ないが、基本的にはプロジェクトに書かれた事業は、横断的に進めていく中で力を

入れていこうというものであり、予算はつきやすいといってよいと思う。 

（会長） 

ここで一旦小括してみたい。「横断的な取り組み」と記載すること自体については、

前回は「重点的取り組み」であったものが「横断的取り組み」と呼び換えて理解す

ることができる。予算は重点的にそこに配当するかどうかではなく、役所の各部局

のエネルギーを集中させることによって、それに取り組んでいく、優先順位を上げ

るという姿勢だと理解できるので、これについては異論はないと思う。踏み込んだ

書き振りの問題として、組織的な取り組み体制の具体性がどこまで書けるのか、少

し期待している。それぞれ担当部局を置く、調整担当部局を定めるといえるのかど

うか。 

次に、まち・ひと・しごと創生戦略との関連づけについては、あえて関連づけた

ほうがオーソライズしやすい、議会説明がしやすいという答えであった。そうであ

るならば、むしろ創生総合戦略の基本目標の１番、２番、３番、４番との対応関係

をもう一度再整理したらどうか。それから、「子どもは伊賀の宝」から「賑わいを取

り戻す」までのグルーピングは、むしろ外向けと内向けを分けたほうがはっきりす

るのではないかというのが、私の意見である。創生総合戦略については、外すほう

がむしろすっきりするのではないかと思うが、その判断は委ねる。 

それから、分野別計画における位置づけ等については、何ページ参照などと書い

てもらったほうが、本編と関係するという説明になると思う。 

 

（委員） 

先ほどの話は、178 と 179 ページだけに絞った話だったので、後半の話をしたい。

「ねらい・横断的な視点」のところを、全部もう少し膨らませていただきたい。横

断してできるからこそ、ばらばらにやっていることで落としがちなところに力が入

れられる。具体的な取り組みと市の役割の個別の施策のところでは、なかなか拾い

上げられなかったような、例えば、子どもの貧困や子どもの居場所に関して、保育

所や幼稚園という枠に関係なく、皆で取り組む。庁内が連携するから、このような

視点に気がつく。義務教育の間も高校に行っても、「子ども」ということで連携して

取り組むといったところが、横断的視点になってくるだろう。他のところも、観光

と産業立地もしかりで、ばらばらにやっていては気がつかないような視点のところ

を、「連携するからこそ、こういうことをやっていきます」という書き振りにしてい

くと、自ずから「連絡調整会議が要りますね」あるいは「プロジェクトチームが要

りますね」「そこまでしなくても、別の手法を」ということになる。今のところ、参

考指標で出ているものは、既に分野別計画で上がっている指標ばかりなので、この

ままではばらばらである。連携するからこそ、こういうことを目標にして、この指

標で測ろうと発想を転換していただければ、随分変わるのではないかと思う。 
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（会長） 

今のご意見は、ねらいと・横断的視点のところを、むしろ、質的変化を起こすぐ

らいに、単に事業をばらばらに並べて、「一緒にやりましょう」というだけではなく

て、相乗効果が出て、質的転換というぐらいの達成イメージまで書き込んだほうが、

パワーが出るのではないかとおっしゃっていると思うが、そのとおりである。そこ

も含めて、一度再検討をお願いしたい。 

他になければ、用語解説に関してご意見をいただければ。 

 

（委員） 

用語解説に、もし「プロジェクト」という項目を設けて進められているならば、

入れてはどうか。 

（会長） 

プロジェクトのねらいと組織体制である。 

用語解説で変えたほうがよいというところで、本文にもあるのだが、「ガバナンス」

の説明は少し具合が悪い。「ガバナンス」には「管理」は含めない。水平統治、協働

統治という意味である。「ガバメント」が垂直統治である。だから、「ここではコー

ポレートガバナンスではなく」も要らない。「公共的、社会的な見地からの住民の参

画、協働によるまちづくりの仕組み全体を指す」が正しいのではないか。コーポレ

ートガバナンスも、「従業員も参加する、お客さんも参加する」という意味があるの

で、協働統治である。「管理」という言い方はあくまでもコントロールである。マネ

ジメントとは、あまり多用させないほうがよい。広義の「マネジメント」と狭義の

「マネジメント」と混線するので、「管理」という言葉を使うときは、「コントロー

ル」である。これは書き方を完全に変えてほしい。「ドメスティックバイオレンス」

も、女性の思考や行動だけでなく、男女とも含んでいる。それから、横文字を使う

ときには、何の略と必ず入れているのだが、ＴＰＰだけ略が入っていない。

「Trans‐Pacific Partnership」の略である。その辺りを統一して、頭文字を並べ

る場合は必ず何の略かを入れてほしい。 

（委員） 

193ページ「マイナンバー」は、すべての国民だけはでなく、事業者にもマイナン

バーがあるのではなかったか。その上の「補完性の原則」の「小さな単位で可能な

ことはそれに任せ、それでは不可能なことを、より大きな単位が行う」は間違いで

はないのだが、そもそもは、基礎自治体優先の法則や、現場での決定を大事にしよ

うということなので、「自分たちで決められることは自分たちで」という書き振りに、

伊賀市はこれまでしてきたのではないかと思う。 

（会長） 

補完性の原則については、二つの言い方がある。政府側やガバメント側から言え

ば、「自分のことは自分でしなさい。市町村でできることは市町村でせよ」と。そこ
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でもできないことを県がやる。県でもできないことを国がやるのだという論理にな

る。実は、ヨーロッパ自治憲章やガバナンス型の補完性原則の理解は違っていて、「自

分にしかできないことは、自分でする」というように、基本的に自分が主権者であ

る。地域でしかできないことを、地域でやるということである。だから、できるの

にしないのはおかしいのではないかという論理が出てこない。現場重視主義である。

だから、これは書き方を変えたほうがよいと思う。言っていることは正しいのだが、

現場を重視する考え方を入れたほうがよいと思う。できるだけ地域あるいは基礎自

治体を中心として、それに予算と権限等を置こうとする考え方。それでも不可能な

ことを、都道府県、国が行うという考え方のほうがよいのではないか。 

 

（会長） 

第２部については、まだ少し議論が要るかもしれないので、もう一度事務局と相

談して原案の練り直しをしてみたい。次までの間に、前もって意見をもらうように

しないと、またその議論をやっていたらもう間に合わなくなると思うので、そのつ

もりでお願いしたい。 

 

４ 今後のスケジュールについて 

・資料３説明（事務局） 

 

（日程調整） 

 

（１６時１５分終了） 

 

 

 


