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第４回伊賀市総合計画審議会 議事録 

 

開催日時 平成 29年 10月 26日（木）13:30～15：40 

開催場所 伊賀市役所２階 第１委員会室 

出席委員  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】   －    ） 

欠席委員  乾  光哉（【１号委員】社会福祉法人伊賀市社会福祉協議会） 
議事日程 １ あいさつ 

２ 議事録署名人の指名について 
３ 伊賀市総合計画の評価について（答申） 
４ 伊賀市自治基本条例の見直しについて（諮問） 
５ 外部評価についての意見交換 
６ 議事 
（１）伊賀市自治基本条例の見直しについて 
（２）今後のスケジュールについて 
（３）その他 
７ その他 

議事概要  開会 

（事務局） 

定刻となりましたので、ただいまから、第４回伊賀市総合計画審議会を始めさせて

いただきます。 

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ので、よろしくお願いい

たします。 

 

１ あいさつ 

 

（事務局） 

 まずはじめに、当審議会の会長であります岩﨑会長よりご挨拶をいただきます。 
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（会長） 

皆さま、こんにちは。先日の台風で上野天神祭は大変残念でした。本日はうって変

わって久しぶりの晴天ということで、会議室で会議をしていることはもったいないく

らいですけれども、熱心にご議論いただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

（事務局） 

 会長ありがとうございました。 

 それでは、事項に入らせていただく前に、何点かご確認・ご報告させていただきま

す。まず資料の確認をさせていただきます。 

―資料の確認― 

 

 会議の成立でございますが、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。 

本日の会議も運営規程により、会議を公開し、会議の傍聴を認めておりますので、

本日の会議を傍聴される方、報道関係者の撮影等について、ご了解、ご理解をお願い

いたします。また、会議録についても公開させていただきますので、ご了解よろしく

お願いいたします。 

 それでは、以降の進行は、会長でお願いいたします。 

 

２ 議事録署名人の指名について 

 

（会長） 
それでは議事を進めさせていただきます。 
先ほど、事務局から本日の会議は成立し、また、会議・議事録については公開する

ということで、報告されましたのでご了解ください。 
事項の２、議事録署名人の指名でございますが、私の方から森川委員と中島委員を

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。 
 
３ 伊賀市総合計画の評価について（答申） 

４ 伊賀市自治基本条例の見直しについて（諮問） 

 

（会長） 
次の事項に入らさせていただきます。事項３の伊賀市総合計画の評価（答申）及び

４の伊賀市自治基本条例の見直し（諮問）について、一括して進めさせていただきま

す。では、よろしくお願いします。 
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（事務局） 
それでははじめに、８月１７日の第２回総合計画審議会において、本審議会に諮問

させていただいた伊賀市総合計画の評価に関することにつきまして、本審議会の岩﨑

会長から市長へ答申いただきます。外部評価報告書を会長から市長へお渡しいただき

ます。 
 

―会長から市長に外部評価書を手渡し― 
 
（事務局） 

引き続きまして、本審議会に対しまして、伊賀市自治基本条例の見直しにつきまし

て、市長から審議会へ諮問させていただきますので、諮問書を市長から岩﨑会長へお

渡しさせていただきます。 
 

―市長から会長に諮問書を手渡し― 
 
（事務局） 

ありがとうございました。ここで市長よりひと言申し上げます。 
 
（市長） 
 皆さま、改めまして、お忙しいところご参集賜りましてありがとうございました。 
 本日は、外部評価報告書ということで、伊賀市総合計画の評価について答申をいた

だいたところであります。外部評価につきましては、去る 10月２日と５日の二日間に

わたり、各審議委員の皆さんに、担当部局の職員が参加し、熱心に議論いただいたと

ころであります。この外部評価につきましては、伊賀市総合計画に掲げるまちづくり

を推進するため、市民目線、市民感覚で分かりやすく公平性のある市政を運営してい

く上で、非常に大切な部分であります。今回答申いただいた外部評価報告書でいただ

いたご意見につきましては、今後の市政運営の中にしっかりと活かしていきたいと思

います。もう一つは、伊賀市自治基本条例の見直しにつきまして、諮問書をお渡しい

たしました。自治基本条例は、伊賀市ならではのまちづくりを目指して、市民、市議

会、行政の３者それぞれができること、しなければならないことを定めた伊賀市の最

高規範であります。今後、自治基本条例の見直しについて本格的な検討に入るところ

でありまして、後ほど事務局から説明させますけれども、11 月に入りますと、市内７

箇所で自治基本条例の見直しを含む市政課題についての懇談会を開こうと思っており

ます。これらの意見とともに、審議委員の皆さまにご意見を頂戴し、見直しを検討し

ていきたいと考えています。引き続きよろしくお願い申し上げます。どうぞ本日はよ

ろしくお願いいたします。ありがとうございました。 
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（事務局） 
ありがとうございました。市長につきましては、この後、公務が入っておりますの

で、ここで退席させていただきますので、ご了承お願いいたします。 
 それでは以降の進行につきまして、引き続き会長にお預けをいたしますので、よろ

しくお願いいたします。 
 
５ 外部評価についての意見交換 
 
 それでは、引き続いて進行させていただきます。 
 先ほど市長からもございましたように、10 月の２日と５日に、外部評価に取り組ん

でいただきました。この外部評価におきましては、皆さまには大部に渡る資料にあら

かじめ目を通していただき、また長時間にわたり熱心にご議論いただきました。おか

げさまをもちまして、一冊の報告書にまとまりましたことを、改めまして会長として

お礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。 
 当日はＡグループ、Ｂグループの２つのグループに分かれる形で議論を進めてまい

りました。お互いに当日がどのような議論であったか、どのようなテーマについてど

のような意見があったか、当日外部評価に対して、どのような課題が見えてきたか、

そうしたことについて、皆さまがお感じになったことが多々あったかと思いますので、

皆さまお一人ずつにご感想などをお聞かせいただきたいと思っております。それに先

立ちまして、それぞれのグループのリーダーを務めました副会長と私から当日の様子

について、説明をさせていただきたいと思っております。 
 
（副会長） 
 我々Ｂグループが 10月２日にさせていただきました。皆さんのご意見は報告書に集

約されていますので、感想ということで述べさせていただきますと、我々が所属する

団体の得手・不得手があるにも関わらず、また評価されているところを評価するとい

う立場で、皆さんに臨んでいただきましたので、非常に分かりづらいところがあった

と思います。そのような中で時間をかけさせていただいて、この文章になったと思っ

ております。また後ほども今後の課題とありますので、このようにしたらよいのにと

いう意見もあると思います。皆さんよろしくお願いいたします。 
 
（会長） 

 お手元にございます外部評価報告書の２ページをご覧ください。各グループでどの

ような分野、どのような施策について、今回評価を行ったかということが示されてお

ります。私どもは、危機管理、都市政策、公共交通、住民自治の４つの項目について

評価を行いました。もともとは重要度は高いが満足度がそれほど高くない事業ですと

か、重要度も満足度もあまり高くない事業について、いくつかの候補を事務局が掲げ
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ていただき、その中から私どもが対象事業を選定するという形で事業の絞り込みを行

ったかと記憶しております。当日ですけれども色々とご説明を伺っていく中で、いろ

いろな発見があったように思います。中には三重県の他の市町にも誇れるような事業

ですとか、場合によっては全国に先駆けて行われている事業など、色々なことが行わ

れているなと感じましたので、今後への期待も込めまして評価をさせていただいた。

その結果概ね適切な評価が３事業、やや見直しが必要が１事業だったかと思います。

ただし、冒頭申し上げました重要度が高いけれども満足度があまり高くない、また重

要度・満足度ともあまり高くない事業については、そこにはやはり課題があるんだろ

うなということも感じました。色々ご説明を伺うと大変重要な事業されている、また

豊富な事業をされているということが見えてくるものがありますが、説明を聞かなけ

れば見えなかったということなんですね。こうした点については、重要度・満足度を

市民に感じていただく、市長からもありましたように市民目線でそういったものを実

感していただく、そういうことには色々課題も確認されたのではないかというように

思っております。今後の計画の進行管理・進捗管理に期待させていただいて、Ａグル

ープの説明に変えさせていただきたいと思います。 
 
（会長） 

それでは、グループでの活動ですとか、あるいは、お一人お一人で感じられたこと

を自由にご発言いただければと思いますので、まずは、お一人方ずつ当日感じられた

こと、課題と思われたことなどお聞かせいただいて、その後さらにということであれ

ば、意見交換を進めてまいりたいと思います。 
 
（委員） 
 本日いきなり答申が始まってしまったもので、少しびっくりしました。送っていた

だいた資料では案と書いてありますが、いつの間に案がとれたのかということが、ま

ず１点です。それから、最後のまとめで今後の課題とおわりにというところが記載さ

れていますが、28 年度の課題と重複しています。重複しているということは、課題が

何ら改善されていないといっても過言ではないと思います。特に評価内容の記述が十

分でなく正確な評価判断ができないと書かれてあるにも関わらず、今回、審議会で議

論させていただいた経過を見て、つくづくそういったことを感じます。職員の意識改

革も目的としていると昨年の課題に書かれてあるように、非常に残念に思っています。

もっと真剣に再生計画に取り組んでいくという決意をここに記述してほしいぐらいで

す。それからいただいた評価の中で、削除前というのがありますが、この中に盛り込

まれていない部分で、いくつかの項目があるが、項目に対する評価も見直しに違いが

あるのではないかと思います。全体的に概ね良という言い方が、全てに対して言える

のか、また個々の項目に対して疑問なり問題があるようなものも今回あったのではな

いかと思いますが、まとめて評価されています。果たしてそのような評価でよいのか
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率直に思います。評価の仕方についても疑問が残ります。評価結果がクローズアップ

される方向にあります。それよりはよりもっと建設的で、再生計画に必要な提案がも

っと出されるべきだと今回思いました。それともう１点、施策達成に対しては、いく

つかの担当課に跨り横断的に施行する必要があるということは、我々の４つの施策の

中にもありました。そのような文言も記述してほしいなというように思っていた。今

言ったようなことを今後の課題に盛り込んでいただけるのであれば、盛り込んでいた

だいて答申してほしかった。終わりのところで、外部評価を担う当審議会においても

というところで、我々委員の中には、色んな方に話を聞いています。私の判断だけで

はなく、バスにしても伊賀鉄道にしても、その他にもありました。そのような思いも

含め、様々な関係者等の意見を聞きというような文言を入れていただきたかったなと

思います。 
 
（会長） 
 どのような形で進めてまいりましょうか。一通り皆さんからご意見をお伺したほう

がよいか、その都度、事務局からお答えいただく部分はお答えいただくほうがよいか。

どのようにさせていただきましょうか。 
 
（委員） 
 １点だけ、案がいつ消えたのか、まず教えていただけませんでしょうか。 
 
（会長） 
 その点に関しましては、私の方からご説明そしてお詫びさせていただくのが相応し

いかと思いますので、後で必要であれば事務局から補足説明していただくということ

にさせていただいて、まず私から説明そしてお詫びさせていただきたいと思います。

もともと第１回目の審議会で評価に対してのスケジュールが提示されていたと思いま

す。10 月末のタイミングで市長に評価書が手渡されることによって、次年度の予算編

成に適切に反映させていただきやすくなるということがあったと思いますので、かな

り忙しいスケジュールではありましたが、10 月の末に市長に報告するというスケジュ

ールをご承認いただきました。実際にスケジュールが見えてくる中で、なかなか事前

に評価書の案をこの場で皆さんにご覧いただきご議論いただき修正を施すということ

が難しそうだなということを私自身感じましたので、第２回でしたか、皆さんにご意

見をいただいて、そのご意見を反映させるような形で、最終的には報告書の案の取り

まとめについて、会長一任とさせていただきたいということについても皆さんにお諮

りし、ご承認いただいたかと思っております。それで本日ということなんですが、本

来であれば委員が仰ったように事前にしっかりとご覧いただいて、皆さんにいただい

たご意見が反映されているかどうか、そうした点を確認していただき、漏れがあれば

しっかりと反映させていく、そのようなやり方が望ましかったと私も思っております。
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ただスケジュールの関係ですとか、円滑に報告書をとりまとめさせていただく、その

ような都合で、事前に事務局から話をいただいた時に、今回で答申を出させていただ

くということでよいのではないかとの考えを伝えましたので、本日答申という形にな

りました。このような形で手続を尽くしてきたつもりではありますが、これが適切で

あったかどうかという点については、委員がご指摘の点は尤もなところもあるかと思

いますし、私もあまり適切ではなかったと思うところもありますので、この点は今年

度の反省点とさせていただいて、来年度に向けては、もう少し余裕のあるスケジュー

ルで、しっかりと皆さんに報告書を一言一句見ていただきながら取りまとめていきた

いと思っております。本年度ばたばたした中での答申となったことにつきましては、

私からお詫びさせていただきたいと思います。どうかご了承いただければと思います。

その他の点につきましては、事務局からお答えいただける点はお答えいただければと

思いますので、よろしくお願いいたします。 
 
（会長） 
 それでは、一通り皆さんからご意見をいただいて、それを取りまとめてお答えいた

だけるようなところがあればお答えいただくということにいたしましょうか。 
 
（委員） 
 私の方から２点ほど、感想・意見を述べさせていただきたいと思います。私と委員

の２人の委員は、前回から評価に携わっています。前回と今回で大きく違ったことは、

事前の文書のやり取りが増えたということで、交通整理はできたと思うが、自分以外

の人の同じ様な観点、また違う視点での情報が入り、自分が担当する４つの施策につ

いての１つの施策だけでも情報量が多かった。ということで、当日質問すればよいと

いうスタンスで参りました。事前に学習の機会が与えられたことはプラスであったが、

聞くことを気負ってしまう。評価に繫げるためにあれもこれも聞こうと思ってしまう

が、部課長の説明も長くなってしまい、30 分切りの中では、消化不良であった。前回

はもっとフリートークであり、時間をもっと割いていただき、必要な時間を与えてい

ただいていたように記憶している。情報量、あるいは自分自身の納得度の少ない中で

の評価となったことが、自分の中の自責の念になっておりますので、次回以降会議の

流し方をもう一度原点に立って考え直していただければと思います。もう１点は指標

の置き方についてのことです。個人的には数字を追いかけることは嫌いなんですが、

前回と同じ様に、本当に分かってらっしゃるのかなという指標の置き方が散見されま

した。それは何故かと言うと、多分数字を上げることを追いかけているからだと思い

ます。これは私個人の意見ですが、指標は下がってもいいのではないかと思います。

何故かと言うと、下がるということはそこで課題が明らかになるからです。その視点

はとても大事ではないかと思います。その課題をまずは庁内で共有すべきで、庁内で

共有すると同時に、その課題の解消に向けて地域ぐるみでどのように取り組んでいく
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かというところに導いていくことが最終アウトカムになると思う。ところがどうして

も数字を上げていくことがありありと分かる。となるとアウトプットで終わってしま

います。それは報告書にもある成果指標を身のあるものに置き換えていただけません

かと言いたいぐらいのものであります。会議の後半で指標がおかしいというものが随

分ありました。それは直るのかと聞くと、直らないということでした。一旦決めた指

標であるのでそうかとは思いますが、もう少し猶予を持って、何かの機会に議論をし

ていただくだけでも成果があるのかと思います。以上２点よろしくお願いします。 
 
（委員） 
 ４項目について見させていただきましたが、一番思ったのは、最後の説明を早くに

していただければ、もっと色んな見方や意見が出やすかったのではないかと思いまし

た。私もよく分からない中で、アンケートを重点的に見ながら、行政が取り組んだ施

策について、どのように市民に浸透していっているのかというところなどを見させて

いただきましたが、少し行政と市民がかけ離れたところがあったのではないかと思っ

ておりますので、そのようなところを先に説明をしていただければ、専門的でない分

野についての評価に活かせたのではないかと思います。分野を決めるときに、広く一

般的に考える方がよいのかもしれませんが、ある程度その分野を知っている方を選ん

でいただくことが大事でないかと思います。そうでないと、色んな疑問が日々の活動

で感じている方がおられると思いますし、そのほうが色んな評価ができるのではない

かと思いますので、項目を決められた時点で、委員をどのような方にすればよいのか

というところも考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 
 
（委員） 
 外部評価の中に入れていただいて、とても難しいなということがよく分かりました

し、自分が思っている以外に、市の人たちがこんなに頑張ってくれているんだなとい

うことを初めて知ったくらいです。市に勤めていただいていることはよく分かってい

ますが、どんなことをやっているか詳しいことはあまり分からなかったんですが、色

んなことを聞くことによって、素晴しく頑張っていただいているなということがよく

分かりました。外部から色んな方面の人たちがここに集まっていると思うんです。色

んな意見を言うことによって、市の中に新しい風を入れるということで、外部評価が

大切であることがよく分かりましたし、私は教育行政評価委員会というところからこ

こに来させていただいていますが、長い間させていただきましたが、それも色んな立

場の人が色んな意見を言うことによって、教育委員会に風を入れてきました。教育委

員会もそれをしっかり受け止めていただいて、次の年には変わってくるんです。私た

ちの意見をしっかり聞いてくれて、子供たちの教育について変わってきたなというこ

とも感じることができました。難しいことは言えませんが、外部評価で風を入れると

いうことも大事だなということが分かったし、市の皆さんも来年からこの外部評価の
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意見を聞いていただいて、新たな気持ちで頑張っていただきたい。市民の意見を聞い

ていただくということを感じ、とても嬉しく思います。 
 
（委員） 
 この審議委員に選ばれまして、何のことか分からないまま資料をいただきまして、

始めのうちは、どんなことをさせていただくのか、分かりませんでした。まず自分の

住んでいる市のことがこんなにも知らなかったのかということが、自分の思いです。

こんなことが不便だなというような思いはありましたが、それに対して市が色んな取

り組みを行っていただいて、細かいことを行っていただいていることが資料を見て初

めて分かりました。その中で評価という大変なことさせていただくということになり、

それがどのようなことか自分で分かりませんでしたので、先ほど委員も仰ったように、

行政バスや伊賀鉄道に自分が乗ったことがなければ評価ができないので、とりあえず

は体験してみようというところから始めました。しかしこの取り組みを見て私が思い

ましたのは、自分がこうしてほしいということが、既にいっぱい行われており、意見

として述べたいことも、たくさん実施されているということで、私も驚きました。や

はりこのような場に参加できなければ、市は何もしてくれていないという思いがいっ

ぱいありまして、しかし実際来てみれば、色んな取り組みをずっと行っていただいて

いるということが分かりました。そこで評価をさせていただくということになりまし

て、色んな勉強をさせていただきましたが、まず質問することが分かりませんでした

ので、質問をするということが第一の始まりでした。先ほど委員も仰っていただきま

したが、評価の日に部局長さんの説明をしていただきましたので、そこで内容が始め

て分かりましたので、行政のことを全く分からない者は、それをもっと早く教えてほ

しかったと思います。そうすればもっと適切な評価ができたのではないかと思います

し、今後行うにあたりまして、やはり詳しい説明は、当日ではなくもっと前にしてい

ただきたいなという思いでした。評価するについても、目標達成のために色んな取り

組みを行っていただいておりますが、成果の指標がすごく少なかったので、評価がし

にくいのではないかと思いました。今後結果の分析については、もう少したくさんあ

れば、よく分かるのではないかと思いました。来さしてもらって思いますのは、緊張

して来ているという思いがありますので、分からないものに対しての最初の説明を形

式的でなく、詳しい説明を最初にしていただければ良かったと思います。 
 
（委員） 
 私はＢグループで、６人で４つの施策を評価させていただきましたが、各部局長さ

んによる施策の概要を聞いて、同じ内容を聞いてという形ではあるんですが、６人が

色んなところから寄ってきている、そして外部評価するということで、同じことを聞

いてもこれだけ評価に違いがあるのだなということを、まず痛感させていただきまし

た。先程からも出ておりますが、討議時間が少なかったということがありますので、
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どうしても皆さんの意見が出てもリーダーがまとめていただくのに非常に苦労なさっ

ていただいて、最後にまとめていただいたという形なんですが、もう少しみんなが討

議できる時間があればなとは感じました。私たちも素人なので、色んな資料を送って

いただけるのですが、逆に送っていただく資料が多すぎて、情報量が多すぎるので、

そしてまた細かすぎるので、本来討議すべきところではない部分に走ってしまったと

いうところもあると思うので、もう少し資料も絞っていただいたほうが、私たちには

分かりやすかったのかなあという思いもありました。しかし自身で分からないことも

多くて、非常に勉強もさせていただきました。成長もさせていただきましたし、この

場を与えていただいたことに感謝したいと思います。 
 
（委員） 
 初めて来た時、ここに自分が入れてもらっていいのかなというところから始まって

いるんですが、誰かが評価したものを更に評価するということが、本当に難しいこと

なんだなということが、改めてよく分かりました。正直に申しまして、今回自分の勉

強になったという方が強くて、皆さんのご意見に対して、自分の中で消化してお話し

する時間があれば、違う角度からモノが見れたのかなという思いはありました。事前

説明が、去年とは変わって、その時間が設けられていたという点はよかったのかなと

思います。まだまだ形を変えていってもらえればありがたいと思います。よろしくお

願いします。 
 
（委員） 
 先ほど委員が仰ったように、何がなんだか分からない、未だに分からないような感

じで進んでいる訳なんです。委員も仰られたように、今日は案を取るところから始ま

るのかなと思ったんですが、それはスケジュールがあるので仕方ないのかなとも思い

ます。報告書には今後のことも入っていますが、少し知識が入れられる機会がなかっ

たのかなという感じは受けております。今後やるならば、皆さんお忙しいので、なか

なか日の設定は難しいとは思いますが、意見交換できる場があればと思います。全体

的にもう少し余裕がある会議であればよかったかなと思います。私たちは今まで評価

するという立場にはなかったので、いつも評価されてきた立場だったので、それが難

しいということは充分分かりました。 
 
（委員） 
 この評価の作業を通じて、行政の取り組みがとてもよく分かりました。ただ皆さん

の仰っていることと重複することですけれども、事前に配られた資料だけを見ますと、

討議中にも申し上げましたが、特に成果指標に目がいってしまい、成果指標で判断し

てしまいます。ところがこの成果指標が定量化して評価しなければいけないという事

情は分かりますが、せっかく行政が色んな取り組みをしているのに、それが適正に表
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現されていないということを思いました。これはある意味とても残念なことだと思い

ます。職員の人が幅広く作業していることが、必ずしもこれに表現されていない。実

際に各部局の方にご説明していただくと、文書に隠されている背後の色んな活動など

が直に肉声でお聞きできたので、皆さんそれが聞けて良かったなというのが、ここに

居る委員さんの印象ではないかと思います。私自身もそのように思いました。報告書

の今後の課題のところにもサブ指標として改善策を講じるとあるんですが、もうひと

つは事前の説明をもう少しゆっくり聞かせていただければ良かったかなと思います。

というのは文章だけでは、評価するのは結果的には難しかったなと思います。私とし

ては、短かったけれども事前に説明が聞けたので、評価するのによい判断ができたか

なと思いました。 
 
（副会長） 
 皆さんのご意見と重なる部分が多いんですけれども、委員が仰った説明がもう少し

前にあれば、もっと分かりやすかったとありましたが、我々が外部評価を行うという

作業の中で、外部評価の前には内部評価があるわけで、その内部評価のご説明とその

事業の説明を、時間を別にするのか、また場所を別にするのかは今後の課題ですが、

我々が別けて受け止めたほうが、より正確な外部評価ができるのではないかと感じま

した。 
 
（会長） 
 ありがとうございました。 
 一通り皆さまからご意見を伺わせていただきましたが、皆さまそれぞれのご意見を

伺いながら、更にお考えになったこと、お感じになったことがございましたら、お聞

かせいただければと思いますが、いかがでしょうか。 
 
（委員） 
 評価をさせていただいて、今後の施策に繫げていってほしいと思っているんですが、

それをどのように繫げて、どのようになったかというのを見える形に。私たちはする

だけで、結果が分からないので、来年度にはこのような評価があり、このような意見

があり、このように取り組んでいますというようなことを、もう少し見える形にして

いただけたらなと思いました。よろしくお願いします。 
 
（会長） 
 ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 
 
（委員） 
 先程も言いましたけど、28 年度の外部評価報告書と本年度の外部評価報告書の今後
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の課題のところが重複しております。来年度も同じメンバーでやっていくかと思いま

すが、同じ様なことを載せなくてもいいように、職員の方にお伝えしておきたいと思

います。 
 
（会長） 
 大変貴重なご意見をありがとうございました。それぞれに貴重なご意見であったと

思います。今、委員からもございましたが、原則的にはこのメンバーで来年度も評価

を行っていただくことになろうかと思います。今年度やっていただきましたように、

大変な作業ですし、事前に色々目を通していただき、また意見交換にもありましたよ

うに、この資料以外に色んな人にご意見を聞いてきていただいた。そうしたところは

頭が下がるところですし、感謝申し上げたいと思っております。来年度の評価に向け

ていくつかの課題が指摘されたところだと思いますので、これらについて、今すぐ事

務局から回答をいただくことは困難だと思っておりますので、来年度の外部評価に先

立つ形で、今回どのような意見があり、次回の評価ではどのように改善策を講じてい

くかということを、時期はお任せしますが、どこかのタイミング、少なくとも来年度

の外部評価に先立つ形で、ここでの意見交換の総括、対応策、改善策等について、お

示しいただければと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。 
 
（事務局） 
 外部評価を行っていただいた委員の皆さんにひと言お礼申し上げます。 
市が事前に資料を送付させていただいたわけですけれども、不足部分についても多

くのご意見をいただきまして、評価を短い期間でお世話いただきましたことに対して、

改めてお礼申し上げます。 
今も意見がございましたように、平成 26年度から伊賀市の行政総合マネジメントシ

ステムを進めておりまして、政策を予算と決算に連動させていくということがござい

まして、それに取り組んでいるわけでございますが、更に昨年度からより客観性を高

めて、市民目線、市民感覚で分かりやすく、公平性、透明性を確立していくというこ

とで外部評価を行っていただいているということでございます。８月 17日に班分けを

していただいて、10 月の２日・５日と非常に短い期間で答申ということで、大変ご迷

惑をおかけいたしました。今も色んなご意見をいただきました。もう少しスケジュー

ルの期間を長く取るべき、また一つの施策の評価の時間が短いということで、仰ると

おりですので、来年度課題を抽出いたしまして、もう少し余裕のある時間、期間の設

定を考えさせていただきたいと思っております。それから成果指標の項目が全てでは

ないのではないか、いわゆる項目が外れているのではないかというご意見もいただき

ましたが、成果指標は再生計画として議決をいただいておりますので、すぐに変える

というわけにはいきませんので、例えばサブ指標のようなものを考えていく必要があ

るのかなということで、皆さん方の評価をしていただく上で、項目としてあげること
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によって、広く意見をいただけるのではないかということも考えているところでござ

います。またＡＣＴＩＯＮ欄で、課題と今後の取り組みというところで色んな意見を

いただいたわけですけれども、具体的な取り組みの内容が少ないのではないかという

意見もいただいておりますので、再生計画でガバナンスと言っておりますので、多く

の人が参加できる取り組みというのも、加えていく必要があるのかなと思っておりま

す。外部評価につきましては、市のホームページでも掲載させていただきまして、市

民の方に周知させていただきたいと思っておりますし、いただきました今日のご意見

につきましては、それぞれの担当部局にも連絡をいたしまして、現在次年度予算も作

成中ですので、次年度の予算に反映すべく、それぞれの担当課に周知を行っていきた

いと思っております。 
以上簡単ではございますが、お礼の言葉とさせていただきます。ありがとうござい

ました。 
 

（会長） 
 ありがとうございました。では次の議題に進めさせていただきます。 
 
６ 議事 
 
（１）伊賀市自治基本条例の見直しについて 
（会長） 

 ここからが議事となります。まず、伊賀市自治基本条例の見直しについて、事務局から

説明をお願いします。 

 
（事務局） 

 ・参考資料「伊賀市自治基本条例啓発冊子」【第１回配布資料】により説明 

 ・参考資料「新市建設計画（伊賀市まちづくりプラン）抜粋」 

【第２回配布資料】により説明 

・資料２「伊賀市自治基本条例の構成図」により説明 

 
（事務局） 

 ・資料１「伊賀市自治基本条例の見直しについて」により説明 

 
（会長） 

 伊賀市の自治基本条例は、全国的にも有名になった条例でして、この改正に携わるとい

うことで、私も大変緊張しております。本日はこれから本格的に皆さんにご審議いただく

ということでございまして、それに先立つ形で、自治基本条例とは何かということですと

か、どのような視点で見直しを検討していただくのか、そうしたことについてのレクチャ
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ーといいますか、ご説明いただいたというようなことです。この自治基本条例は何かとい

う点について、皆さまからご質問、ご意見等ございましたら、いただければと思いますが、

いかがでしょうか。 

 自治基本条例は、説明にもありましたように最高規範ということで、当時よく使われた

表現として、自治体の憲法というようなことがございました。伊賀市の自治基本条例につ

きましても伊賀市の憲法という表現が、パンフレット等にも見られるところでございます。

なかなか重要性は伝わってこないものなんですが、実際には非常に重要な条例ですので、

今日のレクチャーで皆さんに全てご理解いただき審議を進めていくということでは必ずし

もなくて、これから審議を進めていく中で、皆さまにその重要性についてご認識を深めて

いただいたり、あるいは何が課題なのかということについて、しっかりと説明を伺いなが

ら議論を進めていく。丁寧な審議に努めていただきたいと思っておりますが、本日はこの

議題について審議する最初の会議ということで、一通り市のほうからご説明いただいたと

いうことだと思っております。 

 
（委員） 

 伊賀市のまちづくり協議会には、私もずっと携わらせていただいておりますが、ちょっ

と固い。やらなければならない、やりたいと思う人の想いと疎遠な人の間に、余りにも温

度差があるように思う。どのように呼びかけようかと思っていますが、自分に身近なもの

であれば反応すると思います。それで第一に思うのは、ちょっとネーミングが固い。もっ

と伊賀市独自の自治基本条例であれば「いがっこ」じゃないけれども、子どもでも名前を

聞けば分かるようなものにできないか。伊賀市であれば忍者市とつくるぐらいなので、で

きると思う。ネーミングを少し変えるだけで、住民への認知度や参画度が増えればいいな

と、希望も込めて思ってます。 

 
（委員） 

 今後の進め方について質問があります。審議会で担っていただくことに関連して、条文

のたて方について、７章に縛られているものか、また我々の協議の結果として反映するこ

とは可能なのでしょうか。 

 

（事務局） 

 それは、縛られてはおりません。皆さんの意見、市民の意見を伺って改正するもの

で、先ほど仰った条例の改名も、その範疇に入ってこようかと思います。 

 

（委員） 

 伊賀市の場合は、とても早くこの条例ができてきておりまして、憲法ということで

すから、我々はその憲法改正に携わるということなので、責任の大きさを逆に感じる

わけなんです。となれば、他の例も参考にしなければならないと思います。私どもは
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早いですが、後からできてきたものに追い越されている感がありまして、例えば見直

しの中で、子どもの権利を織り込んだり、事業者の責務を明確にしたり、今までやっ

てこなかった例もあがってきているところもあります。そういったところを積極的に

情報提供していただき、たたき台にあげていただければ、それぞれにご判断いただけ

るかと思います。今日、参考資料で出ました市民の意識調査は、ものすごく大きな要

素かと思います。私たちだけで勝手に変えてはいけないということはよく分かってお

りますので、このようにバックアップするものがあって、その項目ごとに、今後も提

案があった時に、このようなものをご提示いただければと思います。先ほど舘委員が

言われたように文言そのものが固いのは、市民にとってとっつきが悪いですが、書き

様によっては、例えばとして例示を入れていくとかすれば、もっと分かりやすいなと

個人的には思います。だいたい条例は固くて当たり前なんですが、ダイジェスト版を

いかに作るかに注力した方がいいのかなと思います。条文の整理はきちっとしていか

なければなりませんが、ビジュアル版をいかに楽しく作るかを議論したほうが、本当

は実があるのではないかなと思います。情報共有とはそういったことではないのかな

と、普段から思っておりますもので、また色々とお願いします。 

 

（委員） 

 今仰っていただいたように、ネーミングが固いのか、何が原因となっているか分か

らないけれども、現実問題として、住民自治協議会がみんなのものになっていない。

これからどのようにしてやっていけば良いかということは、色んなところで考えなけ

ればならないと思いますが、今のところは、私たちのまちでも一部の人のものであっ

て、市民のものになかなかなっていかないということは、どこかに原因があるのでは

ないかと思います。そのようなことを思ってます。 

 

（委員） 

 条例の中に、議会の責務や市の責務がありますが、それらについても私たちで協議

するのでしょうか。 

 

（事務局） 

 議会の部分につきましては、策定した場面でも議員さんにご議論いただいておりま

す。ご意見として伺うことが無しにはならないですけれども、総括的には議会でご議

論いただくものと一定整理いたしております。全体的な条文構成もあることから、審

議会としてのご意見も承りたいと考えております。 

 

 

（委員） 

 議会の話が出ましたので、議会の責務についての項目がある中で、議会規則ではな
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いのかということまで規定されています。そこをきっちり整理しないと、39 条に責務

があり 40条に情報共有と市民参加とごちゃ混ぜになっているように思いました。しか

も書き方が当たり前のことを定めています。それは市民目線で直していいと思うんで

す。 

 

（委員） 

 議会は議会でつくったもので、どうなのかなと思いました。 

 

（事務局） 

 条例制定は議決事項でございますので、議会に提案し、議会の意見が最終的になり

ます。特に議会の役割と責務については、まずは皆さま方から答申をいただきました

としたら、議会に審議会からの意見をお伝えし、議会内でも検討を図っていただくよ

うにお願いしたいと思っております。 

 

（委員） 

 会長にお尋ねしたいのですが、色んな条例を見てこられたと思いますが、努めると

いう努力目標と、なければならないという絶対目標の棲み分けは、デリケートなもの

なのでしょうか。努めることとするという努力目標が多いのですが、そうすると逃げ

道になる。個人的には市民に、なければならないという、ちゃんとした条例ができれ

ばなと思っておりますが。そのあたりは、全国的にデリケートなものなのでしょうか。 

 

（会長） 

 難しいでしょうね。結果責任のようなものが発生してきますからね。努力すること

に対して責任を負うのか、結果についても責任を負うのか、そのあたりが重みとして、

規定の書き方によって違ってきますので、そこは慎重にいかなければならない部分と、

逆にしっかりと書き込んでおかないと困る部分と、そういったところがあると思いま

す。 

 

（副会長） 

 今日、伊賀市が誇れる自治基本条例についてレクチャーを受けたわけですけれども、

基本的な質問として、例えばこの条例自体の住民さんに対する認知度については出て

いるのでしょうか。それと、資料で他市と県外の状況が出されていますが、全国的に、

自治基本条例を作っていないところはあるのでしょうか。 

 

 

（事務局） 

 自治基本条例の認知度ですが、今回の資料にはありませんが、今後まちづくりアン
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ケートなどの中で、自治基本条例についても、簡単なアンケートなり認知度について

も調査したいとは思っております。 

 

（副会長） 

 我々もこれから進めていくについて、そのアンケートを参考にしたいので、早めに

していければいいなと思います。 

 

（委員） 

 皆さんの意見を聞かせていただいて、私も自治会長をさせていただき、一時まちづ

くりにも携わっていたことがありますが、条例があるのは知っていましたが、全体的

にはお上がやってくれるという感覚を皆持っています。私もそのような感じをもって

いました。付いていったらよいではないかという感覚でしたが、自治協や地区の区長

をやっていると、いっぱい仕事があるんです。ここに来て、これが大事なことなのだ

ということが、やっと分かった感じです。ですので、市民の多くはそのような感覚で

あると思います。一つの意見として聞いておいていただければと思います。 

 

（委員） 

 とても重要なことだと思います。諮問・提案・同意・決定の一連の流れやしくみを

知らなければ、まちづくりをどのように立てていくのかという根幹に関わる問題です

よね。しかしまちづくり計画を作りないさいと仰っていますよね。これは地域の意識

と全然整合していない。そこが一番の問題であると思います。当局の方を前にして失

礼かもしれませんが、住民自治協議会との関係性について、最初のボタンをきちんと

かけていなかったのか、説明に行くときに、地べたを這って、どなたが代表になって

くれますかというところまで話をして、これからこれだけの権限があるので、みんな

でまちづくりができるんだから私たちを利用してくださいみたいな言い方で持ってい

くべきで、何か文章をひとつ持って、こんなまちになるので、いつもどおり次の総会

で誰か会長を選んでもらうようなやり方をしていたんじゃないかと思うんですね。そ

の時のトップあるいはブレーンの考え方で、まちは随分変わるのかなというひとつの

例がこの 13年間であったわけで、それをいい方向に持っていくことは行政の役割であ

ったと思います。それを振り返ってどうこう言っても仕方ありませんので、そのあた

りの関係性を再構築していくことを意識付けるための機会として、見直しをすれば良

いと思います。 

 

（委員） 

 やはり一番最初の住民自治協議会の成り立ちが、旧上野市の場合は、区長さんが皆

トップという自治会連合会がそのまま移行した形の中で、住民自治協議会をそれぞれ

の地区で立ち上げていき、今もそのままきている。２本立てにすると、どこかでぶつ
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かってしまうというか、住民自治協議会の長と自治会の長とが同じほうが楽というこ

とで、そのままできておりますけれど、地域の人が選んで、色んなことを行っていく

というのが本来だと思います。そのあたりができていない。 

 

（委員） 

 一番知りたいのは、他の実態を知りたい。例えば名張は法人格の関係でやっている

ので、ひとつ先を行っていると我々は思いますが、実態はどうなのか。あるいは亀山

も地域に溶け込んでいるように見えるが、実態はどうなのか。何か資料があればご提

示いただければと思います。 

 

（委員） 

 平成 16 年に自治基本条例が施行されて、平成 24 年に改正されたとあるんですが、

改正されたポイントを教えていただきたい。主な検討課題で、自治協の役割と責務に

ついて提案されているということはあったのですが、それ以外に何かありましたら、

教えていただけるとありがたいです。 

 

（会長） 

 今お答えいただくのがよいか、次回までに資料をご準備いただくのがよいか。いか

がでしょうか。 

 

（事務局） 

 大きくは今仰られた部分が大きいのですが、次回までに整理をして資料提供させて

いただくということでお願いいたします。 

 

（２）今後のスケジュールについて 

（会長） 

 先程ご意見もありましたが、どのように審議を進めていくかというのも重要な部分

かと思いますので、この点について事務局からご説明をお願いします。 

 

（事務局） 

 ・資料３「伊賀市自治基本条例の見直しスケジュール」により説明 

 

（会長） 

 ただいま、スケジュールを中心にご説明をいただきましたが、何かこのことについ

て、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

（委員） 

 スケジュールですけれども、改正方針案が 12月にされますよね。その時点で答申ま
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でいくのは、私は無理だと思います。今回のように協議した内容だけで出すというよ

うなことはやってほしくありませんので、出来あがった印刷物を見せていただいて、

今回は特に言葉の使い方が大事な部分になってくるかと思いますから、別の日にやっ

ていただいたほうがよいかと思います。今回のように案が消えないようにお願いした

いと思います。 

 

（委員） 

 スケジュールを見ますと、平成 32年４月に施行となっています。これは自分自身へ

の戒めでもあるんですが、世の中一年二年で大きく変化する時代です。極端に言えば、

一年先はどうなっているか分からない。ですので、方針案をすぐに固めてやっていく

んですが、やはり道中で世の中の思わぬ変化があるかもしれないので、この会議に臨

む時には、平成 32年の４月頃がどのような世の中になっているのか想定しながら、慎

重に考えていかなければならないのかなと思いました。ＩＴやＡＩなど技術の進歩も

激しいですし、少子高齢化も益々進んでいきますし。 

 

（会長） 

 長い目で将来を予測しながら検討していかなければならない部分と、他方で条例の

最後に規定がありますけれども、４年ごとに見直しをかけていくということですので、

今回全ての課題に対して解決していかなければならないかというと、まず取り組むべ

きものと、もう少し先でいいもの、そういったものもあるかもしれないので、もちろ

んその時々の情勢に応じて検討を進めていくことが重要だと思うんですが、４年ごと

に見直しのチャンスが廻ってくるということも念頭に置きながら、今取り組まなけれ

ばならない課題は何なのか、そういった視点も重要なのかもしれないですね。次回は

改正の基本方針ということですが、さしあたってすぐにでも取り組む必要があるもの

について重点的にご提示いただくということで、検討を進めていただければと思いま

すので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 

（委員） 

 そのことで、水を差すようで申し訳ないんですが、他意はないのですが、間違って

いたらお許し下さい。これまでの経緯のところで、平成 16 年 12 月にまず条例が施行

されております。その後見直し検討され、１回目の改正が平成 24 年で。次が 32 年で

すよね。丁度８年ぐらいですが、これと４年を目途に見直しというところが、特に施

行のこととリンクしているわけではなくて、見直しの作業に着手するという意味で、

第７章の見直し要綱を捉えれば良いのでしょうか。そこがスケジュール感で分からな

かった部分です。 

（事務局） 

 仰るように、当初は見直し検討を開始したんですが、例えば住民自治協議会の役割
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と責務を入れようとした時に、何回も地域に説明にまわるわけですが、なかなか合意

が得られないようなことが起こってまいりまして、この条文については削除して違う

ところを変えましょうといった形で、改正に要する期間をかなり要したというのが事

実です。ですので、私ども平成 32年４月から施行したいという検討期間を設けており

ますが、改正方針を検討いただき、その後その方針に従って具体的条文を検討いただ

き、それを地域に持って入る時に、地域から相当なご意見を頂戴してくると思います。

そこで納得いただくには、相当時間と労力を要する作業となってまいりますので、今

は平成 32年の４月で施行したいと思っておりますが、その場合、後ろに伸びていくこ

とも考えられなくはないというのが過去の改正の経過でございます。 

 

（会長） 

 皆さんからもご意見をいただきましたように、慎重に慎重を重ねて議論を進めてい

くべき議題であると思いますし、今後の進め方などにつきましても、皆さまからご意

見を伺いながら検討を進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしま

す。 

 

（３）その他 

（会長） 

 本日の議題としては以上でございます。何か全体を通しまして、皆さまからご発言

ございますでしょうか。よろしければ、事務局にお戻しさせていただきます。 

   

７ その他 

 

（事務局） 

会長様、ご苦労様でした。それでは、最後の７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さまから、何かご質問、ご意見等が

ございましたらお願いいたします。また後からでも何か資料請求や思い当たることが

ありましたら、事務局へ投げかけていただければ、ご対応させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

他に委員の皆様からのご意見も無いようですので本日の会議を終了させていただき

ます。ご苦労様でした。 

 

― 15：40  ― 

 

 

 議事録署名欄 
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