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第10回審議会の指摘事項一覧（分野別計画）

№
箇所

（ページ）
委員名 指摘内容 当日の事務局回答

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

外部評価

（健康福

祉）

平井 外部評価では、地域福祉コーディネーターで

はなく、行政の担当者がコーディネーターと

して地域に入ってもらいたいということを

言っていたのではなかったか。

外部評価の内容を確認す

る。

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、地域づくりの一環として地域の生活課題の解決に向けた取り組みを進

める形を目指しています。行政の地域づくり担当と地域福祉コーディネーター

が連携し、地域づくりを支援します。

資料２の回答内容が質問の趣旨と違うとのご意

見です。

外部評価の内容によっては、関係箇所の記述変

更が必要ですので、修正する場合は修正内容を

左記へ記載してください。

医療福祉政

策課

2

障がい者支

援

相川 障害者福祉計画はいつ作られたか。それに

よっては差別解消法に反映できていない可能

性があるのではないか。

障害福祉計画の記述を見

て、必要であれば加え

る。

当課におきましては、障害者差別解消法が施行される以前より、障がいのある

人への間違った理解、素晴らしさのＰＲが十分でないことは認識しており、職

員研修や市民向けの啓発等に努めてまいりました。また、当市においては、合

併当初から「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」が制定されており、前述のことは、この条例に基づいて、各種事務

事業を実施してきております。同法の施行につきましては、条約の批准に向け

ての国内における法整備のひとつと認識しておりますが、対象となるのが国等

の行政機関及び民間事業者ということも踏まえて、「修正しない」ことといた

します。

現行の障害者福祉計画は、差別解消法制定以前

に策定されていますが、委員からなぜ法が策定

されたことについて、触れないのか問われてい

ます。

修正（追記）しないのであれば、障害者福祉計

画の内容で読み取れるなどの理由を、修正する

場合は、修正内容を左記へ記載してください。

障がい福祉

課

3

青少年育成 相川 青少年育成を起こしてもらったが、放課後子

ども教室については、放課後の居場所という

表現に丸められ見えなくなっている。子ども

を守る話については、横軸として打ち出さな

いといけないのではないか。

ご指摘の通り見えなく

なっている。子どもの横

串については、横断的取

り組みのプロジェクトの

中で考えていきたい。

修正しません。放課後子ども教室では、狭義な意味になるので修正することは

考えていません。子どもの居場所としたのは、生涯学習センターのギャラリー

を勉強や談話等で中高生の居場所として使用していることも含めているからで

す。放課後子ども教室も、居場所（安心して居られる場所）です。

放課後子ども教室の記述について、青少年育成

へ移していますが、読み取りにくいとのご意見

です。修正の有無を左記へ記載していくださ

い。修正しない場合は、理由を記載してくださ

い。

なお、横断的プロジェクトは別途設定します。

生涯学習課

4
巻末 相川 用語解説については五十音順にすべき。第７

章では用語解説を前提としたような、いきな

りカタカナの表現が目立つ。

用語解説については、最

終的には本文中に溶け込

ませる。

最終案には反映させる。

－ 総合政策課

5

事故・犯罪

防止（ＫＰ

Ｉ）

中井 例えば、交通安全教室の参加者について、10

万市民の中で50人というのが果たして妥当な

のか。

講座が幅広くできていな

いという状況がある。代

わる指標があれば。

修正する。 人口９万人に対して、設置数値が低く、適正か

どうか不明との意見です。指標を修正する場合

はその指標を、修正しない場合は、その理由を

左記へ記載してください。
市民生活課

6

文化・芸術

（ＫＰＩ）

中井 他にも同様のものがあり、美術展覧会につい

ても多いのか少ないのか分からない。

他市の事例を見て検討し

たい。

修正する。 人口９万人に対して、設置数値が低く、適正か

どうか不明との意見です。指標を修正する場合

はその指標を、修正しない場合は、他市の事例

等を示しつつ、その理由を左記へ記載してくだ

さい。

文化交流課

7

同和問題

（ＫＰＩ）

中井 同和教育研究協議会について、加入者数が指

標で良いのか。

協議会に加入することで

輪が広がるという原課の

考え方がある。

8
同和問題

（ＫＰＩ）

松岡 同和教育研究協議会は本来会員を増やそうと

いうものではない。それ自体は同研の問題で

ある。

9

社会福祉・

地域福祉

西口 民生委員の負担軽減については以前にも質問

したが、棚上げされているので教えていただ

きたい。

第10回資料２の通番16

に「情報提供のあり方」

として回答している。

10 社会福祉・

地域福祉

相川 それは負担軽減ではなく、むしろ仕事が増え

ることになるのではないか。

11

危機管理 西口 支援者台帳について、１年ごとに更新される

ため返却するが、次の台帳が提供されるまで

２か月間の空白があった。その時に災害が起

こったらどうするのか。

今年度は民生委員の改選

のため、イレギュラーで

あった。

12
危機管理 宮崎 次回の改選時には対応すべき課題である。

13

同和問題 松岡 同和問題というのは行政用語で、当事者に

とっては部落差別問題である。12月16日に部

落差別解消推進法が施行されたので、きちん

と明記すべき。

それがバックボーンにな

るので、原課と協議す

る。

修正する。 部落問題解消法が制定されましたので、関連す

る記述が必要との意見です。現状課題、役割分

担、基本事業それぞれ記載する場所、内容につ

いてご検討ください。

修正箇所を左記へ記載してください。

同和課

14

文化・芸術 服部 ＫＰＩにはアクティブとパッシブがあり、参

加する側に重きを置いた場合は注意が必要。

例えば文化ホールの入場者数は、上げようと

思えば簡単に上がる。それで良いのか。それ

より客の満足度を数字にして欲しい。

ここは代表の指標だとい

うこと。アンケートから

採れるものがあるのであ

れば、事業改善に役立て

たい。

－

審議会回答済

文化交流課

15

道路 岩倉 道路のＫＰＩはほとんど変わらないが、修繕

できないということか。

全体延長が長いため、４

年で改良できるのがこれ

ぐらいだということ。

修正しない

KPIとしている市道改良率は、全市道延長（約2,300km）に対する幅員4m以

上の道路延長の割合としており、分母となる全市道延長が大きな値となるた

め、伸び率が小さくなります。

－
建設１課

建設２課

16

男女共同参

画

岩倉 女性の登用率を上げるのは女性が入れば上が

るが、もっと基本的なことが進まないといけ

ないのではないか。指標がこれで良いのか。
補足は有りません

審議会で相川委員から回答済。補足があれば考

え方等を左記へ記載してください。
人権政策・

男女共同参

画課

17

男女共同参

画

相川 外部評価でもこれで良いということになっ

た。女性が参加することでエンパワーメント

できる面もある。

補足は有りません

審議会で相川委員から回答済。補足があれば考

え方等を左記へ記載してください。

人権政策・

男女共同参

画課

18

道路 藤澤 道路の新設について、消防署までの道が途中

で止まっているがなぜか。

確認する。 修正しない

新消防庁舎前の市道西明寺緑ヶ丘線については、近年、国の交付金の割り当て

が要求額の1/3程度と大変厳しいものになっており、事業進捗に遅れが生じて

きました。しかし、緊急車両の出動については、一部未完成ではありますが、

南側は市道荒木木興線へ、北側は市道有井袋垣内線、市道西明寺生琉里緑ヶ丘

線を経由して国道163号線への出動ルートを確保しています。

事業の進捗への質問です。現状を左記へ記載し

てください。

建設１課

同和課

医療福祉政

策課

総合危機管

理課

修正する。 指摘内容のとおり、指標を変更すべきが審議会

の大勢です。特に研究協議会選出委員からも違

うのではとの意見です。指標を修正する場合は

その指標を、修正しない場合はその理由を左記

へ記載してください。

本文の修正意見ではありません。考え方を問わ

れていますので、意見への回答を記載してくだ

さい。

空白期間をより短くするために、次回は、民生委員さんの改選後に新旧の名簿

の受け渡しを行うよう対応します。

本文の修正意見ではありません。考え方を問わ

れていますので、意見への回答を記載してくだ

さい。

個人情報保護法施行以来、行政から民生委員等への情報提供がされにくくな

り、民生委員等の活動がやりづらくなっているということが、平成27年度に

行った民生委員等へのヒアリングで明らかになりました。それに対応するた

め、情報提供の在り方の見直しを行います。
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19

策定主旨 中井 図が差し替わったが、分かりやすくすべき。

全ページにイラストを入れるべき。

まだ案の段階でありデザ

インまでできていない。

概要版については分かり

やすいデザインにした

い。

－

審議会回答済

総合政策課

20

環境保全 西口 不法投棄防止の立て看板は要望がなければ立

てられないのか、随時対応されているのか。

確認する。 不法投棄禁止の看板は、住民自治協議会または自治会において、必要なところ

に設置していただいています。看板が必要な際は、住民自治協議会長または自

治会長から交付申請書を提出いただいたうえで必要な枚数を随時交付していま

す。なお、道路のガードレールや道路柵などに設置する場合は、道路の占用許

可が必要な場合がありますので、事前に市または県の道路担当課に確認のうえ

設置してください。

看板設置等の地域対応への質問です。現状や設

置までの過程や手続き、手法等を左記へ記載し

てください。 廃棄物対策

課

21

環境保全 西口 河川への不法投棄はきれいになれば減る。

しゅんせつの場所などは規定されているの

か。

河川管理者がそれぞれの

予算でしゅんせつしてい

る。計画では治水という

ことで防災対策で触れて

いる。

修正しない

河川浚渫については要望が非常に多いですが、予算も限られているため、経過

を観察するとともに、管内全体の緊急性及び優先度から総合的に判断した上

で、取組みを検討しています。

左記の回答に補足があれば記載してください。

建設１課

建設２課

22

環境保全 中井 環境保全についてはそれぞれ法律があるが、

問題があるならばそれをＫＰＩにすべき。悪

臭問題があるが、きちんとうたうべき。

地区や事業者との兼ね合

いもある。原課に投げか

ける。

悪臭は感覚公害であり、人による感じ方に差があるため指標としてなじまない

と考えます。

悪臭について、委員が花之木、花垣地区へ行っ

たときの現状を踏まえた、対応を書くべきでは

ないのかとの意見。

当課では現地の状況や地域との対応は一旦回答

していますが、詳細不明ですので、修正の有無

をご検討ください。

修正の有無を左記へ記載してください。修正し

ない場合は、理由を記載してください。

環境政策課

第10回審議会の指摘事項一覧（横断的取り組み）

№
箇所

（ページ）
委員名

1
横断的取り

組み

平井

2
同上 相川

3
同上 相川

4
同上 相川

5
同上 服部

6
同上 坂本

7
同上 中井

8
同上 中井

9
同上 藤澤

10
同上 中井

11
同上 藤澤

12
同上 平井

13
同上 服部

14
同上 藤澤

15
同上 服部

16
同上 岩倉

第10回審議会以降の自主的な修正概要

№

1 ５～12

2 170

3 全体

記述内容の時制の修正

（原案策定から約１年経過しているため、H28年中に「見込んでいた」内容と「実施した」内容との整合など）

「改行する」箇所と「また、～」等でつなぐ箇所を区別　　（※意味合いが異なる文章→１マス空け改行する。※前文と関連がある文節→ま

た、等でつなぐ（改行しない））

「現状課題」と「基本事業」の項目数の調整　（３：２　→　２：２）

修正内容
箇所

（ページ）

第1次計画の振り返り

進行管理・マネジメント

段落の整理

多くは地域の窓口としては自治協議会に情報が行き、その

中で区長、組長と伝達される流れになっている。

中心市街地活性化に注力し、端のほうはほったらかしという思いがある。

合併して13年になるが、ある意味「同じ視点に立とう」という説明を怠ってきたとも言える。これをきっかけに再構築して欲しい。

立ち上げ段階から一緒にというテーブルが用意され、意識づけされ、いかに建設的な意見を市民から出せるかが鍵である。

市民参加は非常に大事である。背景と感動があれば参加が進むので、そのためのプラットホームが提供されるべき。

自治協議会と自治会はどういう連動になっているのか。

市民をどう巻き込むかの視点が重要。「誰かがやってくれる」と考えている人が多い。

補足のデータと考える。今の計画書で全てを網羅できているわけではない。ゆえに参考指標である。

「若年世代の未婚率」は再生計画には載せていない。どうオーバーラップさせているのか。逸脱するものがあっても良いのか。

「誇れる伊賀」は自分からはあまり言うべき言葉ではない。

第2次再生計画とは別物なのか、テーマに合わせてピックアップしたものなのか。再生計画からは逸脱していないか。

指摘内容

縦割り行政の弊害の中で「分野を越えて」というのは大賛成。福祉的な観点から言うと、教育、住宅、就労、文化などとつながる観点の工夫も必要で

ある。

プロジェクトも大事だが、田舎では農業もできなくなり、高齢者ばかりになっている。田舎にも目を向けて、置いてきぼりにならないようにして欲し

い。

進め方として期待できるが、市民をどう引っ張り出すかの仕掛けをきっちりつくる必要がある。このプロジェクトを意識づけの機会と捉え、分科会を

設けて意見をしてもらう場にすべき。

指標は新たに設けないと断定するのではなく、検討の中でいい知恵が出る可能性もある。

政治的判断から、毎年度の行政マネジメントで決定するのではなく４年間かけてじっくり取り組むことこそ重要である。資料にある「重点」の書き方

については矛盾するのではないか。

「まち・ひと・しごと創生」は総合計画に比べてあまり議論できていない。市としてどの程度の結びつけを考えているのか。

めざすのは「子どもは伊賀の宝」ということで、そのため

に必要なＫＰＩを設定すべきと考える。

後者であるが、市長マニフェストを取り込む中で、整合が

取れていない部分もあり、もう少し整理したい。

当日の事務局回答

市長のマニフェストベースなのでどこまで広げられるかは

分からない。

動かないと意味がないので、市としても組織だったことを

考えていきたい。

コンクリートされたものではない。検討していきたい。

無視するのではなく、合わせて取り組むという姿勢であ

る。

2 ページ


