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第１回伊賀市総合計画審議会 議事録 

 

開催日時 平成 29年７月 28日（金）14:00～15:35 

開催場所 伊賀市役所２階 第１委員会室 

出席委員  乾  光哉（【１号委員】社会福祉法人伊賀市社会福祉協議会） 

 森野 廣榮（【１号委員】伊賀市環境保全市民会議） 

 宮崎 慶一（【１号委員】一般社団法人伊賀上野観光協会） 

 松山 隆治（【１号委員】伊賀市農業委員会） 

 榎本 方士（【１号委員】伊賀市地域公共交通活性化再生協議会） 

 森川 孝子（【１号委員】教育行政評価委員会） 

 服部 保之（【１号委員】公益財団法人伊賀市文化都市協会） 

 舘  忠蔵（【２号委員】公募委員） 

 岩﨑 恭彦（【３号委員】三重大学人文学部） 

 中島 嘉子（【５号委員】   －    ） 

 中林 有美（【５号委員】   －    ） 

 澤野 政子（【５号委員】   －    ） 

議事日程 １ 開会 

２ 委嘱状の交付 

３ あいさつ 

４ 伊賀市総合計画審議会条例等について 

５ 議事 

（１）会長及び副会長の選任について 

（２）第２次伊賀市総合計画第２次再生計画について 

（３）総合計画の外部評価について 

（４）今後のスケジュールについて 

（５）その他 

６ その他 

 

議事概要 １ 開会 

（企画振興部次長） 

定刻となりましたので、ただいまから、第１回伊賀市総合計画審議会を始めさせて

いただきます。 

会長が選任されるまでの間、進行を務めさせていただきます、伊賀市企画振興部次

長の前川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

なお会議の公開でございますが、運営規程によりまして、審議会等の会議は原則公

開とし、会議の傍聴を認めておりますことから、本日の会議を傍聴される方、報道関

係者の撮影等がありますので、ご了解とともにご理解をお願いしたいと存じます。ま
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た、本日の会議録作成のため録音を録らせていただきます。後日公開させていただく

ことになりますので、この件につきましても、ご了解よろしくお願いいたします。 

それでは、お手元の事項に沿って進めさせていただきます。 

 

２ 委嘱状の交付 

（企画振興部次長） 

 まずはじめに、新たに委員に委嘱させていただきます、本日お集まりの委員の皆さ

まをご紹介させていただきます。 

 資料に委員名簿がございますが、上から順番にご紹介させていただきます。 

－ 委員名簿順にご紹介 － 

以上の皆さまでございます。なお、テーブル上に伊賀市総合計画審議会委員への委

嘱状を置かせていただいております。机上配布にて委嘱状の交付に変えさせていただ

きますので、ご了承いただきたくよろしくお願いいたします。本日より２年間の任期

ということで、皆さまどうぞよろしくお願いいたします。 

 

３ あいさつ 

（企画振興部次長） 

続きまして企画振興部長よりご挨拶を申し上げます。 

（企画振興部長） 

 皆さん、こんにちは。皆さま方には、何かとお忙しい中、伊賀市総合計画審議会委

員をお引き受けいただきまして、本当にありがとうございます。またお忙しい中、本

日こうしてご参加いただきまして、重ねてお礼を申し上げます。 

 当審議会ですけれども、市長の諮問機関ということで、主に２つの役割を担ってい

ただくこととなっております。まず一つが、総合計画の策定、進行管理及び実施にか

かる評価に関すること。これが一つでございます。そしてもう一つが、自治基本条例

の見直しに関することでございます。一つ目の総合計画の関係でございますが、ご承

知のとおり、総合計画は地方自治体の全ての計画の基本となり、地域づくりの最上位

に位置付けられる計画ですけれども、当市におきましては、第２次伊賀市総合計画の

基本構想といたしまして、2014（平成 26）年度から概ね 10年間の計画が定められてお

りまして、基本計画につきましては、昨年から当総合計画審議会でも審議いただいて

おりまして、平成 29年度から４年間を計画期間とする第２次再生計画を今年の６月議

会の承認を得て、策定しているところでございます。この第２次再生計画の内容につ

きましては、後ほど事務局から説明があると思いますけれども、ガバナンスの確立、

市政再生の深化・進展、誇れる伊賀市・選ばれる伊賀市を計画のテーマといたしまし

て、47 の施策と 137 の基本事業を掲げるとともに、各施策横断的に取り組む「ええや

ん」プロジェクトを設定しているところでございます。皆さま方には、今後この計画

の進行管理及び評価をお願いすることとなりますので、よろしくお願いいたしたいと
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思います。 

 続きまして、当審議会のもう一つの役割であります、自治基本条例の見直しに関す

ることでございます。伊賀市は今年の 11 月で、合併後満 13 歳と言いますか、13 年を

経過しようとしております。合併と同時に、伊賀市ならではのまちづくりを目指しま

して、伊賀市の最高規範としての伊賀市自治基本条例が制定されました。この条例は、

条例内の規定によりまして、社会状況の変化に対応するため、概ね４年を目途に見直

すこととされております。前回の見直しが平成 24年７月でございましたので、５年が

経過しております。また合併と同時に策定されました新市建設計画の計画期間も平成

31 年度をもって終了することとなります。こうしたことから、今後の伊賀市の将来像

を踏まえたうえで、自治基本条例の見直しも必要となってきているところでございま

す。そしてこの条例に関わる事務も当審議会でお願いするということになっておりま

す。 

 今お話させていただきましたとおり、総合計画の進行管理及び実施にかかる評価、

それから自治基本条例の見直しという非常に大きな課題を皆さま方にお願いさせてい

ただくということになってまいります。どうかご協力のほどよろしくお願い申し上げ

まして、冒頭のごあいさつとさせていただきます。どうもありがとうございます。 

（企画振興部次長） 

ここで当審議会の事務局の紹介をさせていただきます。 

事務局を預かっておりますのが、企画振興部総合政策課と総務部行財政改革推進課

でございます。 

－ 順次紹介 － 

 以上の事務局で当審議会を進めさせていただきますので、皆さまよろしくお願いい

たします。 

（企画振興部次長） 

 次の事項の４に入らせいただく前に、本日配布させていただきました資料をご確認

させていただきます。 

－ 資料一覧に基づき、配布資料の確認 － 

資料の過不足がございましたら、事務局へお声かけください。 

 

４ 伊賀市総合計画審議会条例等について 

（企画振興部次長） 

それでは、事項の４番、当審議会の設置について定めております、審議会条例、審

議会運営規定について、説明させていただきます。 

（事務局） 

・資料１「伊賀市総合計画審議会条例」について説明 

・資料２「伊賀市総合計画審議会運営規定」について説明 

（企画振興部次長） 
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 条例の内容等につきまして、特にご確認、ご質問等ございますか。 

（委員） 

 資料１の第３条組織の中で、１～５号の委員がありますけれども、今回の委員名簿

を見せていただくと、第４号委員（住民自治協議会からの代表者）がいらっしゃらな

いかと思いますが、これにつきましては、このままいくのか、定数には余裕があるの

で、いずれ４号委員が入っていただく方向で調整されているのかをご確認いただきた

いと思います。審議会の業務の中に自治基本条例の見直しということがありますので、

住民自治協議会の方なしに、私たちが決めてよいのかどうかという部分がございます

ので、そのあたりどのようなお考えをお持ちか、お聞かせいただければと思います。 

（事務局） 

 ありがとうございます。今のところ、現在の委員さんでいかせていただく予定をし

ております。住民自治協議会につきましては、追って諮問もさせていただく予定もさ

せていただいております。また別に、自治協を廻りまして、ご意見を聞く予定もして

おりますので、審議会としては、現在の委員さんでいきたいと思っております。 

（企画振興部次長） 

 よろしいでしょうか。他にございませんでしょうか。 

 無いようですので、次の事項に入らせていただきます。 

 

５ 議事 

（企画振興部次長） 

議事に入らせていただきます前に、本日の会議の成立について、ご報告申し上げま

す。「伊賀市総合計画審議会条例」第６条第２項に基づきます、委員の半数以上の出席

をいただいておりますので、会議は成立しております 

 それでは、議事に入らせていただきます。本来議事進行につきましては、「伊賀市総

合計画審議会条例」第６条第１項により、会長が議長となるとありますが、これより

会長及び副会長の選出を行っていただきたいと考えておりますので、会長選出までの

間、引き続き私の方で進めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

（１）会長及び副会長の選任について 

（企画振興部次長） 

議事（１）会長及び副会長の選出についてでございます。先程の資料１「伊賀市総

合計画審議会条例」をご覧ください。 

条例第５条では「審議会に会長及び副会長を１人置き、委員の互選によって定める」

と規定されております。会長・副会長の選出につきまして、いかが取り計らったらよ

ろしいでしょうか。ご意見をお願いいたしたいと思います。 

 

－ 事務局の案があれば － とのご発言あり 
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（企画振興部次長） 

 事務局の案があればとのご発言がありました。事務局からご提案をさせていただい

てよろしいでしょうか。 

 

－ 異議なし － の声あり 

 

（企画振興部次長）  

 ありがとうございます。それでは、会長に岩﨑様、副会長に宮崎様をご提案させて

いただきます。皆さま、この案でいかがでしょうか。ご承認いただける場合は、拍手

でご承認いただきたいと存じます。 

 

－ 拍手 －  

 

（企画振興部次長） 

ありがとうございました。それでは会長に岩﨑様、副会長に宮崎様、どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

－ 会長・副会長、座席移動 －  

 

（企画振興部次長） 

それでは、会長、副会長にそれぞれご挨拶いただきます。はじめに岩﨑会長よろし

くお願いいたします。 

（会長） 

 ただ今、会長にご選任いただきました岩﨑でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。私は 2004年に三重大学に就職いたしまして、その際に埼玉から三重に越し

てまいりました。丁度 2004 年 11 月に伊賀市が誕生した際から伊賀市の個人情報保護

の審査会に参画をさせていただきまして、伊賀市が三重県内の市町では初めて仕事を

させていただいた自治体であります。そういう意味においては、伊賀市に大変愛着を

持っておりまして、伊賀市のまちづくりに関することに参加させていただくことを大

変嬉しく思っています。この審議会は総合計画、そして自治基本条例と大変重要な案

件、なお且つ盛りだくさんな案件について審議させていただくと思います。円滑な議

事進行に努めて参りたいと思いますので、どうぞご協力の程よろしくお願いいたしま

す。 

（企画振興部次長） 

ありがとうございました。続きまして宮崎副会長よろしくお願いいたします。 

（副会長） 

 宮崎です。よろしく願いたします。前の審議会に関わらさせていただいておりまし
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て、その感想なんですけれども、私も色んな会に参加させていただいておりまして、

その中でも一番緊張するというか集中しなければならない会であったなと思います。

また私は観光協会から出向いたしており、観光という部分から見せていただいており

ましたが、総合的に色んなことを考えなければならないという中で、皆さん相互に情

報交換しながら教えていただきたいなと思っております。２年間どうぞよろしくお願

いいたします。 

（企画振興部次長） 

 ありがとうございました。 

 それでは、この後は、「伊賀市総合計画審議会条例」第６条第１項により、会長が議

長となるとありますので、会長により議事進行をお願いいたします。岩﨑会長よろし

くお願いいたします。 

 

（会長） 

それでは、事項書に添いまして、議事を進めさせていただきます。 

最初に議事録署名人を指名させていただきたいと思います。先ほど説明のありまし

た「総合計画審議会運営規程」第４条に基づき、議長が議事録署名人を２名指名する

こととなっておりますので、今回の審議会につきましては、「乾」委員と「澤野」委員

を指名させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（２）第２次伊賀市総合計画第２次再生計画について 

（会長） 

ここから本質的な審議を進めてまいります。議題の２番目、第２次伊賀市総合計画

第２次再生計画について、まずは事務局より説明をお願いします。 

（事務局） 

・参考資料「第２次伊賀市総合計画基本構想」について説明 

・参考資料「第２次伊賀市総合計画第２次再生計画」について説明 

 

（会長） 

ただ今ご紹介いただきました、これらの計画につきまして、私たちで進行管理、そ

して評価をしていくということでございます。少しずつ勉強を進めながら、ぜひご理

解を図っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。何かただ今の

ご説明につきまして、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

お時間のある時に、お目通しくださいということですので、疑問に思う点などが生

じてきましたら、事務局の方にいつでも問い合わせていただければと思います。よろ

しくお願いいたします。 

よろしければ、次の議題に進めさせていただきます。 
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（３）総合計画の外部評価について 

（会長） 

 議題の３番目でございます。総合計画の外部評価について、事務局から説明をお願

いします。 

（事務局） 

  ・資料３－１「行政経営報告書」について説明 

  ・資料３－２「外部評価書」について説明 

 

（会長） 

 皆さん、ご自身が所属されるグループについて把握されましたでしょうか。どうぞ

安心して、どしどし意見を言ってくださいということですので、よろしくお願いしま

す。何かただ今の説明で、ご意見・ご質問等ございますでしょうか。 

（委員） 

 外部評価をこの審議会委員で行わなければならないということは理解しました。そ

のスケジュールの中で、「諮問、外部評価について」と「概要説明・質疑応答」の期間

があるのですが、具体的に各グループの日程、また何日間あるかというような、具体

的なスケジュールが決まっているようでしたら、お知らせください。 

（事務局） 

 予定では、１日で外部評価については、お願いしたいと思っていますが、日程等に

つきましては、この後、日にち等を決めさせていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

（会長） 

 後ほど調整ということですので、よろしくお願いいたします。他にいかがでしょう

か。 

（委員） 

 スケジュールについてなんですが、非常に幅広い、また深い問題を、非常に短期間

で話し合うというか、評価するということになると思う。果たしてそれで大丈夫なの

かと感じるのが正直なところでして、煮詰らない場合などは回数が増えたりするので

しょうか。ちょっと時間的にいいのかなと思う。そのあたり副会長、経験上いかがで

しょうか。 

（副会長） 

 どうしてもしょうがないという場合はありました。その場合はその時のことになり

ますけれど、あり得るということで、皆さん覚悟はしておいた方が。その旨だけ申し

上げておきます。 

（会長） 

 何か、事務局からお答えはありますか。 

（事務局） 
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 昨年度初めて外部評価を行ったんですが、参考資料に「外部評価報告書」を付けさ

せていただいております。昨年度は一つの施策について１時間、長いものでは１時間

半程度の時間を要しています。昨年度を参考にすると１施策 30分ではとてもできない

ということになってしまいますが、外部評価報告書を見ていただくと、昨年度第１次

再生計画が最終年度ということで、第２次再生計画を作るに向けての意見もいただい

ておりまして、それを含めての１時間、１時間半ということでしたので、今回は第２

次再生計画初年度ということで、そうした意見はいただくつもりはしておりませんの

で、その分の時間短縮で何とか 30分程度でできないかと予定をしています。ただ先ほ

ど委員さんのほうから不安というご意見をいただきましたが、あくまでも予定ですの

で、全て施策が終わらなかった、また全ての施策は終わったが、もう少し意見を出し

合いたいというようなことがあれば、２回の予定をしている場合でも回数が増えるな

ど、臨機応変に開催したいと思いますが、予定では１回としていますので、よろしく

お願いいたします。 

（会長） 

 効率よくスケジュールを進めていくためには、委員の皆さまにも事前学習をしてき

ていただくということが、すごく重要になってくると思いますので、今日お戻りにな

ったら、総合計画の計画書をお目通しいただけると、大変良いかなと思います。 

 

（委員） 

 この項目と関係ない話になりますが、後ろから説明いただいていますので、分かり

にくい。机の配置について工夫はできないでしょうか。 

（会長） 

 ご要望が多ければ、全く難しいことではないと思います。次回からそのように対応

させていただきます。 

（企画振興部次長） 

 次回からはコの字型で机の配置をさせていただきます。 

 

（委員） 

 事務局にお尋ねしますが、質問が前後しますが、「ええやん！伊賀」プロジェクトは、

29 年度においては、次のように進めていきますとありますが、第２次再生計画を策定

するにあたり、初めて出てきたプロジェクトだと思います。これは４年間分のプロジ

ェクトなのか、単年のプロジェクトなのか確認させていただきたい。 

（事務局） 

 市長の任期にあわせた４年間のプロジェクトです。 

（委員） 

 そうすると、今回このプロジェクトにかかる協議は無いということで理解してよろ

しいか。 



 9 

（事務局） 

 計画の中身について、協議をいただく予定はしておりません。 

（委員） 

 了解しました。 

 

（会長） 

 私も含めて、今回から参画させていただいており、他の委員さん含めて、なかなか

イメージが沸きにくいと思いますので、昨年のご経験などについて、副会長と委員か

らご紹介いただければと思います。 

（副会長） 

 先ほどあいさつの中で、一番集中して望んだ会議であったとご紹介しましたが、こ

の春まで県議会の委員会にも出ておりましたが、実際それよりも集中力が要されまし

た。何故かと言うと、それぞれの分野でエキスパートの方が集まっておられる中で、

物事の切り口や価値観が違ってくることを、会長のリードの基にメリットとして纏め

上げていかなければならない。そうでないと何をしているか分からなくなるというこ

とがあるので、会長がおっしゃったイメージが沸かないということは、みんなそうで

あると思います。ぶち当たっていくしかないなと今回もそのような気持ちで、どのよ

うになっていくかワクワクしながら望んでいきたいと思っています。 

（委員） 

 私の方からは実務上どうであったかという話を少しさせていただきます。各部から

部長や次長、課長らが順番にお越しになって、資料を基に説明されましたが、我々も

事前に資料を読んでこなければ質問も出せない。従いましてご自宅に持ち帰っての作

業が増えると思います。当日審査することをイメージしておかないと、質問も提案も

できないと思います。私は市民参画の中の提案するよい機会であると思います。部長

や課長など執行責任を持たれた方に、質問や提案できる機会と思い、個人的な見解に

なる部分もあるが、意見をさせていただきました。部長さんらも頷かれ同感されてい

る部分もあったと私は直感しておりますが、その後どのように反映されるか問うと、

即答は無かった。組織の中で動いておられるので、一個人として即答が無いことはよ

く分かっていますが、そのあたりの歯がゆさはどうしても付きまといます。しかし積

極的に意見を言う場と捉えるならば、とても意義のある場であると私は考えています。

ただ委員の１回ではとても時間が無いというのが実感でございました。各事業につい

て各委員が点数をつけ、施策ごとの評価点が出ます。最終グループリーダーを中心と

して、少し辛いか甘いか等、ぶっちゃけた議論ができるいい場所です。真剣に議論し

て成果に期待したいと思っています。 

（会長） 

 お二方に詳細なお話しをいただきました。ありがとうございました。事前の学習が

必要である。しかし、せっかくの機会なのでご意見を色々言っていただきたい。また
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それぞれのご専門の立場からどのように見えるのか率直にお聞かせいただけるのが有

益だと思いますので、よろしくお願いします。 

 グループのリーダーについては、先ほどの説明の中には無かったが、事実上は決ま

っておりますでしょうか。それは各グループで議論して決定するのでしょうか。 

（事務局） 

 事務局で考えておりますのは、会長、副会長でリーダーをお願いしたいと考えてい

ます。 

（会長） 

 そういうことですので、差しつかえが無ければ、そのようにさせていただきたい。

Ｂグループの議論は宮崎委員、Ａグループの議論は私が責任を持って取りまとめたい

と思いますので、皆さんはお気付きになったことを率直にご発言いただければと思っ

ております。他にいかがでしょうか。 

 

（４）今後のスケジュールについて 

（会長） 

それでは、議題の（４）今後のスケジュールについて、事務局から説明してください。 

（事務局） 

 ・資料４「総合計画審議会 今後のスケジュール（案）」について説明 

 

（会長） 

 スケジュールの調整は、この後させていただくとしまして、今年度の年間スケジュ

ールについて一通り説明がありました。この件について、ご意見・ご質問がありまし

たら、お願いいたします。先ほど効率よく評価を進めていくには、事前に計画書なり

お目通ししていただく、事前に準備していただくことが重要であるというご指摘をい

ただきましたけれども、だいたい２回目までにどのような準備をして来ればよいか、

また３回目までの準備でよいのか。その辺りについて教えていただくと参考になるか

と思います。 

（事務局） 

 第２回の審議会については、先ほど説明させていただいた事前学習会となっており、

これは昨年度は無かったものになっています。前回の委員さんからも事前学習があっ

たほうが良かったという意見もありましたので、今年新たに追加させていただいてい

ます。第２回までにもし可能ならば読んできていただきたい施策として、資料３-２の

８ページの対象施策ということになります。例えばＡグループでは、「５-３-１学校教

育」という施策になりますが、この施策がどこにあるのかというと、資料３-１の行政

経営報告書では、80・81ページで行政での内部評価の結果を記載されています。80ペ

ージの左上に「５-３-１学校教育」という施策番号とキーワードが書かれています。

同じ様に「５-４-１生涯学習」ですと、84・85 ページに記載されています。行政経営
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報告書の内容については、『ＰＬＡＮ』ということで、第２次再生計画にある目指すべ

き姿を記載しています。その次の『ＤＯ』では、平成 28年度に行った結果が書かれて

います。その次の『ＣＨＥＣＫ』では、平成 28年度末時点で、昨年度行政が行った結

果で、どのような影響を及ぼしているかを分析しています。目標より上回っているも

のや下回っているもの、目標どおりの結果となっているものがありますが、部局長が

その結果をどのように判断しているかを「成果指標」「まちづくりアンケート」結果に

対する分析欄で記載されています。この欄については、行政経営報告書が３年目にな

りますが、今年新たに追加された項目になります。こちらを読んでいただくと、部局

長がどのように考えているか分かっていただける項目となっています。続けて『ＡＣ

ＴＩＯＮ』では、ＰＤＣを受け平成 29年度にどのようなことを行っていくのかを記載

しています。各施策見開き２ページありますが、重点的に読んでいただきたいのは『Ｃ

ＨＥＣＫ』と『ＡＣＴＩＯＮ』の欄となっております。こちらを次回までに読んでき

ていただければ、話を聞いていただいたときに分かりやすいかと思っています。第２

回では諮問をさせていただき、事前学習ということで施策の概要を説明させていただ

きますが、例えばここを聞いておきたいとかこの資料がほしいとその時点で言ってい

ただければ、その日に回答できる部分は回答させていただき、準備できないものは、

後日郵送でグループ内の委員さん全員に送ることもできます。また第３回ではそれら

を受けて、部局長に直接聞いていただくこともできます。そのような流れで考えてい

ますので、時間があるようでしたら、ご自信の担当される施策についての見開き２ペ

ージ分を読んできていただければありがたいと思います。よろしくお願いします。 

（会長） 

 次回までの短い期間ですし、仕事や地域、家庭での役割があると思いますので、で

きればということでありましたが、今回各グループでどの施策が評価の対象か掲げら

れていますので、皆さまが担当される事業につきまして行政経営報告書の見開き２ペ

ージをお目通しいただくと次回効率的に進められるのではないかということをご説明

いただきました。他にはいかがでしょうか。スケジュールのことでも結構ですし、次

回また次々回までのことでも結構ですし、いかがでしょうか。 

 

（委員） 

 評価対象施策のところで、各委員が２つのグループに分かれているということは理

解できたのですが、これを見ますと、全てはできないという理由も分からないでもな

いが、例えばＢグループでは、６つの施策の内、１（健康・福祉）と３（産業・交流）

の分野しか無く、４（生活基盤）の分野は評価の対象にはなっていない。Ａグループ

では２（生活・環境）の分野が入っていない。今回の委員構成を見せていただいた時

に、例えば環境は評価の項目に入っていないが、委員さんには環境保全市民会議から

出てきておられる委員さんがおられ、本来なら得意分野を評価するのがよいのかと思

いますが、評価の項目自体が無い。選出されている団体の分野の評価をするべきかな
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と思うのと、何故今回この施策が選ばれたのかという説明をお聞かせいただければと

思います。 

（事務局） 

 選択した理由ですが、先ほど見ていただいた行政経営報告書で、まず『ＣＨＥＣＫ』

のところで、目標に対しての実績が思わしくなかった施策を主に選ばせていただいて

おります。また、まちづくりアンケートを住民を対象に行っていますが、その結果が、

重要度が高く、市民満足度が低い施策を優先的に選らばせてもらっています。さらに、

人口減少への対応のため策定した総合戦略の政策パッケージも考慮した選定とさせて

いただいています。 

（総務部長） 

 事務局でＡとＢの施策を選定させていただいた訳ですけれども、あくまでも事務局

の提案ということでございます。次回、事前学習会で色々な施策の説明をさせていた

だいた中で、改めてグループの皆さま方に決定いただくということでご了承いただけ

ませんでしょうか。あくまでも現段階での提案ということでご理解いただきたいと思

います。 

（会長） 

 ありがとうございました。よろしいでしょうか。先ほど事務局から重要度が高く満

足度がそれほど高くない、あるいは進捗が遅れている、そのような基準で事業を選定

いただいた。それはそれで重要な理由であると思います。事務局からの提案を我々審

議会として受け止めさせていただいて、またそれを受けて皆さまに事前学習を進めて

いただく中で、次回評価に入れるべき施策、外してもよい施策についてご意見を言っ

ていただいてもよいというご提案だったと思いますので、その点も含めて事前学習を

進めていただくということでお願いできればと思います。他にいかがでしょうか。 

 

（委員） 

 最近日本各地で様々な災害がおきています。伊賀は水害はあまり無いかもしれない

けれど、地震や豪雨への心配はありますし、そのあたりで防災に関して外した訳は、

どのような考えからでしょうか。 

（会長） 

 その点についても、評価が必要ではないかというご意見を次回いただければ、対象

とすることもできると思います。何か事務局から補足はありますか。 

（事務局） 

 行政経営報告書では 38・39ページ「２-１-１危機管理」になりまして、目標に対し

ての実績がそこまで低くない点とアンケート調査結果では重要度は高いですが、満足

度も中央値にあり、低くはないということで、今回対象とはしていないということで

考えております。 

（会長） 
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 重要度・満足度という基準からすると、評価の対象からは除外するということでご

ざいます。 

（委員） 

 事務局の味方をする訳ではございませんが、昨年の例を申し上げますと、資料の中

の外部評価報告書を見ていただくと、３つのグループで６つの分野で、担当課のヒア

リング等をしながら評価をさせていただきました。その結果もこの資料の中にありま

すが、その中で「生活・環境」の分野で避難生活をどうするかなど、ヒアリングしな

がら行っておりますので、多分その辺りも勘案して、今回外してこられたのかと私は

思っています。残された課題という視点で新たに新しい分野をということで、ご意見

を持ち寄られてはどうかと思います。 

（会長） 

 大変重要なご意見をいただきました。全ての項目を評価の対象とはできないので、

前年度はこのような項目、今年度はこのような項目、また来年度は別の項目、そのよ

うな考え方で評価をまわしていくのが良いのではないかというご提案かと思います。

重要なご意見ありがとうございます。 

 

（会長） 

 他によろしければ、次回の日程について、事務局から案があればご提案をお願いし

ます。 

（事務局） 

 次回ですが、８月 21日の週あたりで調整できればと考えています。会長・副会長と

後ほど調整させていただき、ご連絡させていただきます。 

（会長） 

 それでは、事務局で整理をしていただき、皆さまにご報告させていただきますので、

その際には、ご協力をお願いすることもあるかと思いますが、よろしくお願いいたし

ます。 

 

（５）その他 

（会長） 

 何かその他として事務局からございますでしょうか。特に無いようですので、委員

の皆さまから全体を通して、また本日の議題の対象とならなかったことについて、何

かございましたら、ご意見をいただければと思いますが、いかがでしょうか。特に無

ければ、議題の審議が全て終了しましたので、進行を事務局にお返ししたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

  

６ その他 

（企画振興部次長） 
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 会長様、ご苦労様でした。それでは、最後にその他に入らせていただきます。 

議事以外の部分で、会議全体を通して委員の皆様から、何か御質問、御意見等がござ

いましたらお願いいたします。特にございませんでしょうか。事務局からも特にござ

いませんので、委員の皆さんには、２年間の長丁場になりますが、本審議会へのご協

力を賜りますよう改めてお願い申し上げ、本日の会議を終了させていただきます。あ

りがとうございました。 

 

 

― 15：35 終了 ― 

 

 

 


