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第５回伊賀市総合計画審議会 議事録 

 

開催日時 平成 29年 12月 25日（月）13:30～16：00 

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） 
 藤巻  恵（【１号委員】伊賀市地域公共交通活性化再生協議会） 
 加納 圭子（【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） 
 澤野 政子（【５号委員】   －    ） 

欠席委員 中島 嘉子（【５号委員】 － ）、中林 有美（【５号委員】 － ） 

議事日程 １ あいさつ 
２ 議事録署名人の指名について 
３ 自治基本条例について（四日市大学 岩崎恭典学長） 
４ 議事 
（１）伊賀市自治基本条例見直し方針案について 
（２）今後のスケジュールについて 
（３）その他 
５ その他 

議事概要  開会 

 

（事務局） 

それでは失礼をいたします。定刻となりましたので、ただいまから、第５回伊賀市

総合計画審議会を始めさせていただきます。 

会議に先立ちまして、このほど審議会議員の変更がございましたので、新たな委員

さんをご紹介させていただきます。お手元の資料をお開きいただきまして、委員名簿

をご覧いただきたいと思います。 

まず、伊賀市地域公共交通活性化再生協議会の榎本委員さんに代わりまして、藤巻

恵様でございます。一言お願いいたします。 

 

（委員） 

伊賀市公共交通活性化再生協議会委員としてまいりました伊賀鉄道の藤巻でござい

ます。前任の榎本から１１月２１日付で職務を引き継ぎまして今現職に当たっており
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ます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

ありがとうございました。 

続きまして、教育行政評価委員から森川委員に代わられまして、加納圭子様でござ

います。一言お願いいたします。 

 

（委員） 

加納圭子と申します。よろしくお願いいたします。教育の場で長年おいて頂きまし

て、今は地域の一人として、主に教育の何か応援が出来ればという形ですが、今回こ

の場に来させていただいて視野を広めさせていただきたいと思っております。よろし

くお願いいたします。 

 

（事務局） 

新たに委員さんになられた各委員様、今後ともどうぞよろしくお願いをいたします。 

尚、お二人のテーブルには、当審議会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とさせていただきますので、ご了承いただきますように 

お願いをいたします。任期につきましては、平成３1年７月までとなっております。 

どうぞよろしくお願いをいたします。 

また、本日は伊賀市総合計画審議会条例７条の審議事項について特に必要がある場

合、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことが出来る、の規定に基づきまして、

四日市大学の岩崎恭典学長にご出席をいただいておりますのでご紹介をさせていただ

きます。 

 

（学長） 

岩崎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

尚、岩崎学長の伊賀市に於いての主な経歴につきましては事項書の裏面にてご紹介

をさせていただいておりますので、ご参照の方よろしくお願いをいたします。 

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。 

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たいと存

じます。よろしくお願いをいたします。 

 

１ あいさつ 

 

（会長） 
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皆さま、こんにちは。この審議会で会長を務めております三重大学の岩崎でござい

ます。藤巻、加納委員、どうぞよろしくお願いいたします。本日クリスマスにして雪

のクリスマスになりませんでしたが、岩崎学長に来ていただきまして、サンタさんと

申しますか、クリスマスプレゼントを議場に届けてくださると存じます。どうぞよろ

しくお願いいたします。それでは議事を進めてください。お願いいたします。 

 

（事務局） 

 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きます。何点かご確認・ご報告させていただきた

いと思います。 

まず、最初に資料の確認をお願いしたいと思います。資料につきましては資料一覧

をご確認のうえ一部追加が出ております。 

まず、委員名簿が１枚。それから事項書がＡ４_１枚。ホチキス止めになっておりま

す資料の伊賀市自治基本条例見直しについて(案)というもの。それから資料２今年度

のスケジュール、資料１-１当面市政課題に係る市政懇談会の開催。資料１－２が審議

会での主な意見。１－３が自治基本条例関係団体比較資料。１－４が７月改正の主な

ポイント。資料２としまして今年度のスケジュールという形になっております。追加

によりまして四日市大学の岩崎学長の伊賀市市政１０周年のときの記念講演の資料を

別途付けさせていただいております。過不足がありましたら事務局までお声がけをい

ただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは会議の成立についてでございますが委員の過半数以上の出席をいただいて

おりますので会議が成立しておりますことを、ご報告申し上げます。本日は中島委員、

中林委員から欠席のご報告をいただいておりますので、併せて報告をさせていただき

ます。本日の会議の運営規定によりまして、会議を公開し、会議の傍聴を認めており

ます。 

本日の会議を傍聴される方、又報道関係者の撮影等に、ご理解の程をお願いいたし

ます。 

また、会議録に付きましても公表させていただくことも考えておりますので、録音を

取らせていただくのも重ねてご了解よろしくお願い致します。 

 それでは、以降の進行につきまして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） 

 それでは会議に入らせていただきます。 

先ほど本日の会議の成立、そして会議の公開について説明がございました。差し支え

なければご了承いただきますよう、よろしくお願いいたします。 
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続きまして、議事録署名人の指名をさせていただきます。本日の議事に関しまして 

松山委員、服部委員、両委員に議事録署名人をお願いしたいと存じます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 では、本日の中心的な議題でございます自治基本条例について議事を進めてまいり

たいと存じます。先ほどご案内ございましたが、本日は四日市大学の岩崎学長にお越

しいただいております。合併当初から伊賀市自治基本条例、そして伊賀市総合計画、

それらの策定に携わって来られておられます。本日は条例の特に第４章に関連いたし

まして自治基本条例の制定当時の経緯、またはその後の自治組織の在り方の見直しに

関してのご議論。また、自治基本条例の近年のトレンドなどについて貴重なお話を賜

ればと存じます。岩崎学長、どうぞよろしくお願いします。 

 

３ 自治基本条例について（四日市大学 岩崎恭典学長） 

 

（学長） 

 *** 講演***  ※別途記録 

 

 

（会長） 

 岩崎先生、ありがとうございました。 

せっかくの機会でございますので、委員の皆様から岩崎先生に御質問等いただけまし 
たらと存じますが、本日岩崎先生にはこの後の審議にも、お付き合いくださるという 
ことで受け賜っておりますので、個別の本日の論点に関わるような部分については、 
後ほど岩崎先生のご意見をお聞かせいただくような機会を設けられるかなあとは思っ 
ています。そのこともございますので、この時間ではご質問をお受けさせていただき 
ますが、申し訳ありませんが、１人多くても２つの質問ぐらいでご了解いただけたら 
と思います。ご質問等いただけたらと存じます。いかがでしょうか。 
 
（委員） 
 基本条例を作るときに私も携わらせてもらったのですが、その時に先生からも聞い

ていたのですが、住民自治協議会を設置するにあたって、皆さんがいろんな活躍して

いく中で、コミュニティビジネスを是非ともそういうふうに繋げていくと自治協議会

も発展していくし、いろんな意味で福祉の問題とか何やかやある程度解決していくと、

そういうことを強くおっしゃっていたので、今先生のお話を聞かせていただいて、思

ったのですが、なかなか、住民自治協議会が繋がっていってないというのが、わたし

は１４年間見ていて思っているのですが、どうして、繋がって行かなかったのかと思

っている。 
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（学長） 
 なかなかコミュニティビジネスまで繋がっていかない、けれどもその一方で私は、

そういう芽はたくさんあるだろうと思っています。むしろ、変な話ですが、世界のほ

かの国と比べても、日本の寄附税制は結構進んじゃったですよね。その寄附を受け入

れるような一方での仕組み、それから介護、それからコミュニティスクール関係で、

いろいろと国を経由として、国から補助金はこれから地域にかなり下りてくるだろう

と、その最初のお金を使って、その後寄附で繋げていくような、そういうチャンスは、

昔と比べると遥かに広がった気がしています。ですから、コミュニティビジネスをし

て行かないと、駄目ですから。要するにコミュニティビジネス化して行かない限りは、

今までと同じような、金の切れ目が縁の切れ目というようになったら終わりですので。

持続可能性があるようなものにしていくためには、コミュニティビジネス化していか

ないといけないですけれど、その使ったお金の流れということから言うと、昔よりは

遥かに条件が良くなっていると思っています。ただ、それを支援するのが市役所なの

か、というと非常に疑問がありまして、むしろそれは、民、民の関係で支援をすべき

なのじゃないか。これは大きな課題になりますが、伊賀の場合でも住民活動、住民の

活動を支援する組織というものを民の立場で支援していくような組織というのが、ど

うしても必要になるのではないかと思っています。残念ながら県内でも民、民の関係

の支援組織というのはあまりうまくいっている地域はないです。例えば、大阪とかは

あるのですが、なかなか三重県内には、まだはっきりと、民、民で支援していけるよ

うな力量を持った中間支援組織は出来てきていない。そういう芽はありますけれど。

そういう者の支援を受けながらコミュニティビジネスの道を辿っていく。そのために

は法人格が必要だ。ですから法人格の議論というのも、コミュニティビジネスをしや

すくするための議論でありますので、その意味で言うと十数年お待ちいただいたけれ

ども、これからが本番かなという気がします。そういう意味でちょっと早すぎたかな。

と、思ってしまう。 
 
（委員） 
 すみません。岩崎さんの話を聞くのは４回目ですが、よく、伊賀へ通っていただい

ているかと思うのですが、住民自治協議会、まちづくり協議会とかいろいろあります

けども、その原点である自治会活動は、非常に、僕は四日市から越してきた人間です

が、この伊賀の地域は結構活発ですね。意外にうっとおしいぐらい活発なところがあ

る。自治会活動は盛んだと思います。これは非常に良いことで、ところがひとつだけ、

住民自治協議会になると、ちょっと違います。まあ、我々の地域が違うのかも分かり

ませんが、旧村のところと、僕の住んでいる新興住宅地というふうな形態など、そう

いう違いもあるかも知れないが、もうひとつビジョンが生かされていないというか。

立ち上げの時に僕も参加したのですが、その時に、仕掛け人というかアドバイザーと

いうのが伊賀町の職員さんで良い人がいたのです。その人の話を聞いていて、なるほ
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どこれはまちづくり活動の出発点というのが非常に明確になった。僕も一生懸命事務

局をして短期、中期、長期という形で、いろいろなプランを立てたり、いかにして自

治会、住民を巻き込むかというふうなことで取り組んできました。ところが、力不足

というかマンネリ化というか、最近はそんなふうに感じている自治協も結構多いので

はないかというのが、ひとつ。当初のときの熱い熱意はどこへ行ったのか。最近は自

治会にも見限った人も増えてきたということで無関心というか面倒というか。僕は無

関心の人はさておいて、熱い人が継続してやれるような、そういう仕組みが大事じゃ

ないかなと思います。僕も最初のときに３年ほどやって交代になった。これは元々は

充て職でなった役割で、その充て職の民生委員なり区長なりを降りると、ちょっとも

のが言い難いというか、言えないというか、出る釘というか、いろいろ伊賀の地域で

はあるみたいですが、僕は、そこがすごく大事じゃないかと思います。やっぱり、熱

い人間が継続してやれる、僕は何年か経って自治協に加わった時に相変わらずや、と

思った。その時に言ったのですが、まち協は老人会に丸投げしたほうが僕はいいよと。

なぜかというと老人会であれば同じ人間。固定している。 
もっと極端に言ったら、碁の会、将棋の会、こういう人たちが同じ土俵で同じ人間で 
今は碁をやっているけれど、今度の日曜日ごみ拾いしようか、今度の日曜日大会しよ

うか。いろいろ、そこからプランが、小さい集団の中から広がっていく。そんな事を

言ったことがあるが、今現在、長になってくれている運営委員長か運営委員会いうか

区長を中心に、なかなか融通が利かないというか、頭が固いというか、そこが非常に

ネックになっている。できたら仕掛け人とかアドバイザーとかいう人を、いま現在行

なわれている自治協に派遣をしていただいて、そのまち協の有り様、原点、原点は人

事が変わる度にやるべきだが、出来たら継続していただけるような意味でもって、原

点の話から入って、先ほどから言わているようにコミュニティビジネスにまで持って

いけるような、そこまで行かなくても自治協が自治会よりも遥かに活発といえるよう

な仕組みとか、そういうアドバイザーを派遣していただけるような仕組みはないのか

なと。その人の話というのは、たぶん未来があり楽しくあり、やれることだと思うの

です。できたら継続してやれるようなものが欲しいなあ。それが現在、自治会が活発

なだけにもったいないと思う。そこらへんが何とかならないかと、ずっと、ここ５年

以上考えているのですが。 
 
（学長） 
 いま、お話いただいたことについては、あまり私のほうから、こうすればいいので

すとか、なかなか言えない訳でありますが、ひとつは、最初始めた方々が、ずっとや

って来て、それから疲れてしまうというケースはすごく何処でも見られる話でありま

す。その中で例えば伊賀の場合でいうと自治会を中心に始めた部分であれば、さっき

お話を聞いていて、これはもったいないなと思うのは、区長経験者とか民生委員経験

者の方々が役を退いたら、そのまま終わりというのは、いかにももったいない話であ
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ります。 
 多くのそれをベースにして活動していくのであれば、その人たちは顧問とか、そう

いう人材のプールの仕組みの中でキープしていただくというのが、まず必要だと思っ

ていますし、老人クラブになったほうが、いいじゃないかという話でありましたが、

老人クラブでやれる話はかなり限定されているだろうと思っています。もちろん、ご

み拾いであるとか地域の親睦の話はありますけれど、それを具体的にビジネスのほう

まで発展していけるような部分であると、もっと多世代、お母さん、それから若い人

との接点が必要になるだろうというふうに思っていますので、私はその意味で住民自

治協議会というものの、男女の割合の話であるとか老壮青、あるいは老壮青に私は少

年も加えたらいいと思っていますけれど、そういうような世代間の公平であるとか、

そういうことも今だったら決めたらいいのかなすら、思っています。老人クラブが何

故しんどいのかというと、結局補助を受ける団体になっていますので、現在、国県市、

３分の１ずつの補助であります。ですから、その団体の中でやれることは、実はごく

限られているような気がしていて、むしろ地域の課題を解決するためには、例えば一

括交付金をどういうふうに集中投資して課題を解決していくかというような事が決め

られる組織でないといかんのではないかと思います。 
 それから自治会未加入の話は、これはたぶん、これから特に外国からいらっしゃる

方々も増えていく中で言うと、自治会の組織図というものは下がっていかざるを得な

いだろうなという気がしています。ですから、むしろ自治会に代わる住民自治協議会

に、個人参加ですからそこに入っていただくという話にならざるを得ないだろうと思

っています。次の世代からというと、よく申し上げるのですが、地域の活動に従事さ

れる方、特にＰＴＡ活動で一生懸命される方々が、自分のお子さんが中学校を卒業す

ると同時に、そのお父さんお母さんまで地域から引退します。次、戻ってくるのはリ

タイアした後だ。３０年間ブランクがあるのが問題なのであって、むしろＰＴＡ活動

と連携していただくことによってＰＴＡでいろいろやっていただいている事、そして

地域でコミュニティスクールなんかで一体的にやっていくなかで例えば親父の会にな

って行くとか、そういうふうな形で地域活動にＰＴＡの活動がスムーズに移行してい

くような、ＰＴＡが地域からフェードアウトしないような仕組みというのを考えてい

かないといけない。こういうふうに思ったりしています。直接的な答えには、なかな

かなりませんけれども。 
 
（委員） 
 伊賀市の自治基本条例を作られたときの先生の先ほどのお話を聞かせていただい

て、どの様なことなのかというのが、聞かせてもらうまでは、はっきりと分からない

ということだったが、いま先生のお話を聞かせていただいて、これ今なぜ、変えなけ

ればならないかというのが、作られた時からの年月が経って、だんだんと高齢化にな

ってくる、だんだんと人が少なくなってくる、そうしたら、私たちが頑張ってしてい
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るけれども、若い人たちに続かなければ続いていかないじゃないかという話をされて

いると思うのですが、いま私たちの自治会ですけれども区長さんがあり、区の中でい

ろんな区の行事、区の活動をしてくれて、区長さんはじめ組長さんがいろんな行事を

してもらって私たちも参加をしています。その中でまた、まちづくりがありまして、

まちづくりの中でも会長さんをはじめとして、いろんな部会を作って、４つの所がひ

とつになっているのですが、ひとつの組のものがあり、４つの区が集まったところが、

まちづくりになってその中でいろんな部会を作って、その４つの部会の中で住民が楽

しくやって行くにはどうしたらいいかということで、いろんな部会で行事を行ってく

れている訳なんですけれども、先ほどおっしゃってくれていましたように、やはり、

まちづくりのほうに来てくださる方っていうのは、定年退職された私等みたいな者ば

かりなのです。やはり、参加率、若い人は名前だけでいいよということで来てくださ

っても中々参加してくれないという現状が今あるのです。そこでもっともっと参加し

てもらって、みんなで若い人たちも子供たちも巻き込んで、どうやってしていったら

いいのか、まちづくりのほうでも考えてくださっているのですが、やはり今までして

きたのと同じような行事を制定させたときに作ってくださった部会の中で活動してい

た内容をずっと続けて、それを壊さずにやっていってくださっている。もっと違うの

をしようと言うのが、先ほどもおっしゃってくださったように役員が２年とかで代わ

ってしまうもので、その間だけでしたらいいわ、の思いでずっと今まで続いてきてい

ると思うのですが、見せてもらって、携わらせてもらったのですが、その中で去年位

からですが、教育文化とか、今までだったら名前だけしか若い人たちが出てくれてな

かったのですが、団地のほうの方で、もう来る人が少ないので若い人たちも参加して

くださいということで、若い人たちに役員をしてもらったら、その若い人たちが来て

くださるようになって若い人が学校の行事も先ほどもおっしゃってくれてましたよう

にＰＴＡの行事もしてくださっているもので、若い人がまた学校の友達とか親御さん

とか呼んで来て、今年は壬生野祭をしたのですが、若い人たちも子供さんが沢山来て

くださったので、やっぱりこれからは、改正していただくにあたり今までの定年退職

したような者ばかりではなくって若い人達もその中で役員になって活動してもらえる

ようなものになればいいという思いがします。 
だんだん高齢化になってきたときに介護される立場になるときがくるので、若い人た

ちがこれからそういうことをしてもらうというのを、今からしていってもらったら高

齢化になって人が少なくなったときに若い人たちに続いていくのではないか。それを

どのように具体的にしていけばいいのか分かりませんが、そこで検討していただいて、

そういう人たちが積極的に入れるような組織にしていただければと思っています。 
 
（学長） 
まさに、ここでこれから、ご検討いただくことになるだろうと思いますが、例えば

でありますが、転換暴論ですが、まちづくり協議会、住民自治協議会の例えば会長職
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は、任期は６年にするとか、条例を決めてするというのも、ひとつの手立てでござい

ます。１年２年任期だから結局自分の任期の間は、引き継いだことを、そのままやっ

て次に渡せばいいという、それだけになって５年後１０年後この地域はどうなってい

るのか、もう既に見えているわけですよね、向こう３軒両隣が高齢化している状況が

見えていて、次には、老老介護が地域で始まるぞという直前まで来ているはずなので

すが、それが５年後１０年後確実にくるだろうけど、それを着実にケアすることが見

えないのです。１年２年の任期じゃ。だとすると、１年２年の任期じゃなくて、例え

ば６年の任期にするという書き方だって、私はあってもいいだろうと思いますし、も

ちろん条例でそんなこと決めるのは乱暴だというのであれば、例えば、基本条例を基

にしてスタートしている住民自治協議会のほうで、そんな事を６年任期でちゃんと作

ってね、やってね，そして尚且つ５年後１０年後にきっちり、地域の姿、地域の課題

を的確に捉えたものを、捉えた活動の目標を作らないといけないよ、ということは条

例に書くかどうかは別として、そういう必要性というのは、今すごくあるような気が

しています。 
 何やかや言いながら、住民の皆さんをどうこう言うわけじゃありませんけれども、

今までも何とか最後には市役所がしてくれたから、これからもしてくれるかな、と思

っていると思います。ただ、もうどうしようも出来ないはずであります。膨大な量の

人たちが出て、介護を要する人たちが出て来てという事と、それからご指摘がありま

したけど、定年退職をする人の最近地域でウロウロしていてつくづく思うのは、地域

活動をする人が細っています。あきらかに。これは何でというと結局、定年退職後も

働かなければいけなかったりする方々の比率は上がってきています。お母さん方も働

き方改革ということがあって、地域活動よりむしろパートに出る比率が高くなって、

地域活動の人材不足というのは、これは、昔はよく言われていた定年退職後と、それ

から、M 字カーブのお母さんという話がありましたが、そこがグーと細っているとい

うのは最近実感します。ですからそこの部分をちょっと歩いた距離ぐらいで小金が稼

げるような仕組みにしていく必要が僕はあると思っている。そうじゃないとパートタ

イムに負けてしまうような時代になってきたなあという気がします。そういう仕事を

たくさん作っていくことに対して、コミュニティスクールも私は介護包括ケアシステ

ムもこれから金が出てくることになるだろうと思っていますので、今がチャンスかな

という気がしています。 
 
（会長） 
 ありがとうございます。さすがは、サンタさんでして、いろいろと有益なお話等貴

重な質問が次から次出てまいりました。ありがとうございました。 
 ただこの議事の関係がございまして、少しこれからの議事の進め方について皆様に

ご相談させていただきたいと存じます。もう少しお聞きになりたいことが、もちろん

おありだと思っておりますので、少し次の議題を先にさせていただいて、その後にま
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た時間が許せば質問をいただくという形にさせていただきたいというのがひとつで

す。この点についてご了承賜ればと存じます。もう一点ですが本日の議題は４の（１）

伊賀市自治基本条例見直し方針案についてという議題です。これについて審議を頂き

また答申まで持っていくということですので、この答申が出ないと中々見直しは進ん

でいかないという意味で非常に重要な答申、見直し案、方針案ということになります。 
ですので、この方針案については大きな考え方がいくつか示されていますので、この

大きな方向性について、大きく異論がある、問題があるというようなところがあれば

本日真摯にご指摘いただければというふうに思っております。他方で今回の見直しに

は条例全部を見直すことが可能だというようなお話ですし、また岩崎先生からも幾つ

かの部分取り上げて、こういうところについて見直していく可能性があるのじゃない

か、ということについてご意見いただいていたと思います。方針とは大きな方針とは

別に皆様お１人お１人にこういう点について見直したらどうか、こういうところにつ

いて少し考えたい、議論したいことがおありではないかと思いますので、そこは大き

な見直し方針とは別個に皆様のご意見を、それはいい意見だ、悪い意見だと取捨選択

するような形ではなくって、審議会として意見の一覧を作って、それを見直しの方針

案と併せて、答申という形にしてはどうかと思っておりますが、いかがでしょうか。 
 
（委員） 
大きな意見というのは、各条文に基づいてとか法則に基づくとか、いろんなカテゴ

リ毎に大きく分けなくてはならないのですか？そして小さな意見というのは条文の見

直しとか修正とか、ここに新たな項目を盛り込むべきではないかという意見を含めて

のことですか。 
 
（会長） 
 今回、事務局から見直しの方針案がございますので、まずはこの方針案について 
ご異論があるかどうかということについてご審議いただきたい。そこまでは今日是非

させていただきたいなと思っています。他方でその他皆様毎に大きい小さいで今分け

てしまったのが良くなかったと思うのですが、この章について見直したいというご意

見もあれば、この条については検討が必要じゃないかというようなご意見、様々にあ

ろうかと思います。そうした点については、なかなか方針に入れ込むのか、それとも

方針には入れ込めないのかということを審議していくのは難しいのじゃないかと思い

ますので、そこは意見一覧という形にさせていただいて、答申とあわせて、そちらも

尊重いただきまして付帯決議と申しますが、そういうような形で答申が挙げられると

良いのではないかと思うのですが。 
 
（委員） 
 今日一回で終わりじゃなくて、何回かあるのですね。 
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（会長） 
 今後、答申まで２回ですか？あと１回かな。 
 
（事務局） 
 １回もしくは２回ですね。 
 
（委員） 
今日は、いちばん最後の見直しの主なポイントの終わりぐらいまでは意見が言える

ということですか？もう１回しかないのか。 
 
（会長） 
 その後はもう一回意見を伺えるような機会を、出来れば作っていただければと思っ

ておりますが。そこは事務局と事前の調整はしていませんので、それが困難であれば、

また宿題という形になってしまうのですが、皆さんに、この委員会の会議の終了後に

事務局のほうに、見直してもらいたい部分のリストを届けていただいてそれを集約し

ていただくような形も考えられるかなと思っています。 
 
（委員） 
言い切れなかった部分は書面文書のやり取りで、反映することが出来るということ

ですね。出来るかもしれない、ということですね。 
 
（会長） 
はい。 

 
（委員） 
その点ですけれども、最終確認ですが前回（外部評価の答申）のように案が出来て、

それが次回の会議にいきなり市長に答申という形はちょっとまずいので、答申を出す

前にもう一度出来上がった案に目を通す時間を作っていただきたいと思います。それ

で皆さんの意見が無いようで新しい答申案が出来てＯＫという時に案を決すと。そう

いう手順にしていただけないでしょうか。 
 
（会長） 
 はい。わかりました。その手順についても後ほどご相談を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。 
 これからの審議の進め方について、ご意見等いかがでしょうか？よろしければ、提

案いただいたような形で進めさせていただければと存じます。ありがとうございます。
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では、事務局から本日提案のある見直しの方針案について、一通りご説明いただいて

その後にご意見いただきたいと思います。お願いいたします。 
 
４ 議事 
（１）伊賀市自治基本条例見直し方針案について 
（事務局） 

―総合政策課から説明― 

 
（会長） 
 ありがとうございました。 
では資料の１番に目を通していただければと存じます。 
今回は資料１番の３番です。２ページから掲げてあります条例見直しの考え方視点。

この部分に付いてご審議を賜ればと思っております。 
４ページをご覧ください。４ページには各条文について取組状況や成果等を検証し逐

条見直し検討をします、ということにあります。また構成に仕方についても分かりや

すい構成にするという方針が掲げてあります。この点、どういう条文にどういう問題

があるかと、どういうことが検討したいかということについては、本日ご意見をひと

つひとつ伺っている時間が申し訳ありませんが、ありませんので、これはまた後日事

務局にお届けいただく、ないしは、次回の審議会でご意見いただく、いずれかの方法

でご意見いただく機会を担保したいと思っております。 
 他方で３ページですね。見直しの主なポイントとして４点ここに掲げてあります。 
基本的人権の視点については先ほど他市の条例に盛り込まれているようなものが伊賀

市の条例には備わっていないということを、この間いろいろと意見を賜っていると伺

っておりますので、今回の見直しの際に、視点の大きなひとつとして掲げたいのだと

思います。更に、下の三つについては、先ほどご意見いただいております住民自治協

議会の位置づけこれからの伊賀市のまちづくり、ガバナンスのあり方について、この

３点見直しの視点として掲げて集中的に検討していくのが望ましいのではないかと、

そういうような大きな視点がここに示してあります。本日ご意見いただきたいのは、

このような視点の掲げ方で、過不足無いかどうか大きな問題点が無いかどうか、そう

した点についてご意見いただければと思っております。いかがでしょうか。 
 
（委員） 
 確認ですが、個々の意見は別途ですね。 
 
（会長） 
 はい。別途です。伺う機会をきちんと担保したいと思っております。 
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（委員） 
 ちょっとお尋ねしたいのですが。参考資料１－２の懇談会での主な意見、なかなか

いろいろ指摘があったかと思うのですが、基本条例２６条とか３４条、３８条とか、

そういうのはこの中に含まれているのか。 
 
（会長） 
 その点はいかがですか。すでに、この資料１－２で、この間審議会、そして懇談会

で寄せられた意見については見直しの方針自体に盛り込まれていると考えていいの

か、それともまた、この審議会での意見と同様に別途こうした要望があったというと

ころに反映されていくのか、その点はいかがですか？ 
 
（事務局） 
 一応、この３ページの真ん中に、住民自治協議会に関する視点ということで、見直

しの中には含まれていると事務局では考えております。 
 
（会長） 
というご回答ですが、いかがですか？ 

 
（委員） 
 ということは、また個々にやるときに、この話が出てもＯＫということですね。 
 
（事務局） 
 はい。 
 
（委員） 
 わかりました。 
 
（会長） 
 いかがでしょうか。 
 
（委員） 
 見直しについて年月が経ちましたから、ずれてくるでしょう。それで、どうずれて

きたのか、どういう弊害というか具体的な、こんな弊害が出ているというような、視

点としてどうなのでしょうかと。そういう質問です。 
 
（委員） 
 聞きたいね。 
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（会長） 
事務局からお答えありますか？ 

 
（事務局） 
 弊害といいますか課題といいますか、そういうことでよろしいでしょうか。 
 
（委員） 
まあ、実際の弊害ですね。こんなに困っていますよ、そんなのどうでしょうか。 

 
（事務局） 
 確かに、お示ししたこの見直し案の中にはですね、具体的なことは示してないので

すが、今後、一条ずつ見直していく中では、例えば一条逐条につきまして、自治体と

して市として、これが出来ているとか出来ていないとか、また、市だけではなくこう

いう課題があるかということをお示しはさせていただきたいとは思っております。そ

れを見直し方針の中にいれるか入れないかというのに、もしご異論がありましたら、

それもおっしゃっていただきたいと思っております。 
 
（会長） 
 いかがでしょうか。 
 
（委員） 
 なんか、こう意見を皆さんも出てくるのにイメージが湧きにくいと違いますか。あ

る程度大きな所から入っていくのでしょうけれど、それで本当に方向自体が大丈夫な

のかなという不安をものすごく感じます。 
 
（委員） 
関連ですが、よろしいですか。 
今回、伊賀市内だけでなく県内、そして全国、私が前回要望したことかもしれませ

んが時間をとらせましてありがとうございます。こういうものがあって比較検討しな

いと伊賀市の自治基本条例がどれだけ素晴らしいものなのか、あるいは、どれだけ遅

れているのか、そういう立ち位置が分からないと条文もいじれないなと思ったからで

す。早速このようなものを作っていただいて先ほど委員さんからは課題の検証とかこ

ういう掘り下げ方法のご提案があったと思うのですが、お手間かと思うのですが、各

自治体が全国、何らかの課題を抱えて、それをどう評価しているか、どうクリアして

いるか、そういうモデルケースがあったら、我々がそういうのを示していただいたら

伊賀市の課題抽出に繋がるのではないか、それが解決に結び付くのではないか、条例
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に反映するのではないか。私はそう思いたいなと思うのです。大変お手間ですが可能

な限り、そういうような参考資料を作っていただけるのでしたらお願いできればなと

思います。 
 
（会長） 
 ありがとうございます。 
 いただいたご意見は事務局のただ今の回答と大きな隔たりがある訳ではなくって、

個別具体的な論点について踏み込んで検討する際に、伊賀市の現状がどうなのか、他

方で関連他市がどのような状況にあるのかということについて審議できるだけの資料

を提示して議論をしていただく。 
 
（委員） 
 細かい項目の課題蓄積だけじゃなく総合的に定めたものを実際運用してこういう壁

があって改正したとか出来てないとか、参考になればと。 
 
（会長） 
ありがとうございます。それは是非今後の審議の進め方について重要な点だと思い

ますので、ありがとうございます。いかがでしょうか。 
 
（委員） 
 主な見直しポイントの二つ目のガバナンス協働による、まちづくりについて、のと

ころが、どういうことを指しているのかというイメージが湧かないのでガバナンス、

統治のことを言っているのか、協働のことを言っているのか、おそらく、市と市民と

の関係性みたいなところによるまちづくりをイメージしているのかなと思うのです

が、ちょっと具体的には、どういうところを、たとえばこういう感じで直したという

ふうなイメージなのか、具体的なところは住民自治協議会に関する視点のなかで、幾

つかの機能がありますので、それを見直すというのは３番目のところで直すというの

はわかるのですが、２番目のところに市と市民との関係性によるところのまちづくり

というふうなのと、どう見直そうとされているのか分からないので、もう少し二つ目

の意味はどういうところにあるのかというのをお聞かせ願いたいのと、四つ目の連合

会の論議をするのにも関係してくるし、２番目もあるのですが、地域の枠組みをどう

するかというようなことに対して今までの連合会に関する規定のところも支所という

単位でやるという考え方が基本的になっていると思いますが、十数年たって今度市役

所も新しく建つという中で、支所を含めた地域の位置づけをどういうふうにするのか

という部分も、何らかの改定をする中で、おそらく連合会をどうするかということで

問題も変わって来ると思うし、福祉の分野では地域包括圏域ということで、三つの中

部東部南部という圏域があるのですが、この辺がこれからの伊賀市としての支所の再
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編に向けてどういう関係になっていくのかというところが見えないと、具体的な個々

の個別な取組みがなかなかやりにくいというのがあるので、せっかく自治基本条例と

いう最高規範を直す部分があるので、そういったガバナンスのあり方みたいなところ

の、ガバナンスの枠組みみたいなところも立ち入った形で必要があるのではないかと

意見もあるので、その辺でガバナンスによるまちづくりという意味合いという部分が

具体的にどういうことを想定しているのかということを、お聞かせ願えればと思いま

す。 
 
（事務局） 
 ありがとうございます。このガバナンスによるまちづくりについてなんですが、ご

存知のように第２次再生計画の中のテーマのひとつでガバナンスの確立というのが大

きく書かれておりますのでその視点が必要だろうと思うのが１つと、そもそも今の自

治基本条例には協働という言葉がよく出てくるのですがその協働という定義がなされ

ていなかったというのがございますので、定義といいますか難しいことではあるので

すが、ある程度の大枠になるかも分かりませんが、その定義づけが必要ではないかと

いうことで書かせていただきました。ですからどういうふうに結び付けていくのか、

そういうものにしては条例でするのがいいのか、また違ったことになるのか、条文に

入れていくのかいかないのかっていうのがひとつ考えられると思っています。 
あと四つ目の地区連合会についての枠組み、支所との関係ということがあるのです

が、先ほども地区市民懇談会に行かせていただいた際にもですね、支所のあり方等に

つきましては、たくさん意見を頂きまして市長も今の状態では、新市建設計画では支

所を置くというふうになっておりましたので、この自治基本条例の中にも住民自治活

動を補完する行政機関の設置ということで支所をおくというふうに明記をしていま

す。ただ、合併後１３年を経過して支所の必要性というのも確かに住民の皆様からも

ですし、市からも議論が出ておりまして、支所を置くか置かないか、それとも、五つ

ではなく数もどうするか、支所のあり方について検討していく方向になっております

ので、その議論をしていくのは、この場ではないかと思うのですが、確かに条例を規

定していくのは変えていく中ではそれは重要なポイントにはなってこようかと思って

いますので、平行してと言いますか、違う場で議論していくことになるかと思うので

すが、その結果を情報共有しながら進めて行きたいと思っています。 
 
（委員） 
 今日せっかく四日市大の岩崎先生もお見えですのでちょっとお尋ねしたいことがご

ざいますので。まとめていた各市の一覧表を見ておりますと役割と権限、そして責務

という言葉がそれぞれの主体に与えられていますね。住民であったり行政であったり、

議会であったりとか、私の意見が間違っておればごめんなさいなのですが。文化政策、

文化振興条例等をみていますと、近年は事業所の責務というのがあったりします。で、
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それでは、まちづくり、今回は自治基本条例ですね。この自治基本条例にポジショニ

ングとしてそぐわないのではないものなのか、あるいは全国的な議論の中でそういう

位置づけがあってもいいよねという時代を迎えているのかどうか、そういうことを知

りたいなという私からの質問です。 
 
（学長） 
事業所の責務としましては積極的に書き込んでもいいだろうと思います。ただ具体

的に事業者の方がどういうふうな役割を果たすのか、もちろんＣＳＲの観点でいろい

ろとご協力をいただくにしましても具体的な部分でどう落とし込むかちょっと難しい

部分があると思いますね。住民の責務以上に難しいと思いますね。 
 
（委員） 
 他市では未だ皆無ですか。 
 
（学長） 
 いや、そんなことないですね。 
 
（事務局） 
 今回総合計画、第２次再生計画のなかに、市民団体の役割というのを位置づけまし

た。例えば１－２－２の中に障がい者支援という部分では、企業事業者は障がいのあ

る人それぞれの特性に応じた働き方を認め、就労機会を提供しますと。こういうよう

ないわゆる団体、企業の役割、企業が果たすべき役割はこうですよ、っていうような

ことも、この第２次再生計画の中には入れて提供しております。 
 
（委員） 
 逆に言えば、自治基本条例と第２次総合計画がリンクしていなければいけない。 
 
（事務局） 
 そうです。 

事業者の責務につきましては、例えば、滋賀県甲賀市、岐阜県関市、愛媛県四国中

央市、太宰府市とか、今調べた中で４つございます。内容につきましてはそれぞれで

すけれども。 
 
（会長） 
 いかがでしょうか。 
 
（委員） 
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 このガバナンス協働によりますまちづくりは先ほどからご説明があったのですが、

よく出てくるのですがこの伊賀流、伊賀らしさを追求してというこの第２次再生計画

の中にある、それは他と比べて何処がどのように具体的にいいのかというのがはっき

りと分からないのと、比較表を示してあるが条例に対して住民自治協議会等は成って

いるが、裏面の市民に対して伊賀市「×」はないということなのか。この辺のところ

をもう少し取り入れてもらわないといけないかなと思って見せてもらいました。 
 
（会長） 
 本日のところは参考資料として配布していただいたということだと思います。で、

確かに重要な視点はありますので基本的人権の尊重というところで含ませる部分と、

そこには入りきれない部分があると思いますので、入りきらない部分については、も

し委員の皆様でそこについて検討が必要だとお考えになる場合は、それを事務局に意

見として言っていただく。それが先ほど申し上げました付帯決議に反映されていくと

思いますので。今回はあくまで、こう見直す予定だということで配布されている資料

ではなくて参考資料としてご理解いただいて、これからこれらを参考にしつつ、私た

ちで、どういう視点を掲げていくかご意見を賜りたいと、そういうことだと思います。 
 いかがでしょうか。 
本日のところは大きな３番について意見を賜りたいということで伺ってまいりまし

た。で、ガバナンスですとか、住民自治地区連合会の部分については、ごもっともな

ご意見がありましたので、もし次回、答申案の一個前に審議検討の機会が設けられる

ようでしたら、更にこの部分については少し検討進めていただいて、また、自治のあ

り方、そのものについて検討する部分と、他方でそれを条例でどうやって担保してい

くかという部分と、同時進行かなと私はイメージしていたのですが、同時進行になる

部分と、そうではない部分がどうもありそうだという事ですので、そのあたりのとこ

ろも見直し検討体制のあたりですか、このあたりで、もし、明確に出来るようであれ

ば若干明確になるような方向で検討を加えていただけるといいのかなと思いました。

ただ大きな方向性としては全体として肯定的に受け止めていただいたかなと思ってお

りますので、ベースとしてはこれをベースに更に今ご意見いただいた部分について検

討を重ねていただいて次回ご提示いただく。そういうことにさせていただきたいと思

いますがどうでしょうか。 
よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、そういうことにしていた

だきたいと思います。今の点ですとか、個々の見直しの観点視点そして先ほど私から

整理をさせていただいたことに、今後のスケジュールが深く関ると思いますので、今

後のスケジュールについて事務局からご説明をお願いします。 
 
（２）今後のスケジュール 
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（事務局） 
資料の２をご覧いただきたいと思います。 
資料２で審議会の今年度のスケジュールということで書かせていただいておりま

す。本日１２月２５日、⑤のほうで改正方針案の協議ということで上げさせていただ

いております。今度ですが、今ご協議いただきましたように次回改正方針案の答申と

書かせていただいているのですが先ほどありましたように、そういう大きな方向性を

今回の資料１としまして、もう少し細かい内容について委員さんのほうもいろいろご

意見があろうかと思いますもので、その点につきまして事務局のほうにご意見として

いただきましたら、それを意見一覧ということで次回審議会のほうに意見をまとめさ

せていただいて、ご提出させていただきたいと考えております。従いまして１月のと

ころで⑥として点線で改正方針案答申と書かせていただいている部分については、第

６回の審議会を開催させていただく方向で、会長副会長さんの日程と調整いただきな

がら日程を決めさせていただきたいと考えています。それでご意見をいただくにつき

まして、一旦は１月１２日位までにご意見として、どういう形でも結構ですのでメー

ルでも結構ですし、ファックスでもどういう形でも結構ですので、いろんなご意見と

いうことで提出いただきましたら次回審議会までにまとめさせていただきたいと思っ

ております。以上です。 
 
（会長） 
 次回、答申ということではなくて、次回は答申案の審議ということで理解させてい

ただければ、いいですね。 
 
（事務局） 
 はい。その協議次第で最終その後の審議会がどういう形になるかを会長副会長と相

談させていただきたいと思います。 
 
（会長） 
 はい。承知いたしました。皆様、そういうことでよろしいでしょうか。 
 
（委員） 
 もう１回協議できるのですね。 
 
（委員） 
答申はその時にはやらないということですね。 

 
（会長） 
 はい。市長にその時に答申という答えはない。 
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（委員） 
 はい。わかりました。 
 
（３）その他 
 
（会長） 
 よろしいでしょうか。 

ここで本日お忙しいなかお越しいただいた四日市大学の岩崎学長に是非拍手をお贈

りいただければと思っております。 
 
（学長） 
 ありがとうございます。少しだけ言わせてください。 

一点は、これから暫く時間を取って、まち協について地域づくりの協議会について、

ご議論をいただく。その時に自治協に係る関係団体の比較表を拝見していてちょっと

気づいたのが、実はご存知だと思いますが、名張市は別に地域組織の条例を持ってい

ますので、そこと比較していかなければいけない。それから亀山市も持っています。

鈴鹿市は今検討中。それから伊勢市、松阪市もまち協の組織条例をもっていますので、

それら県内とは比較しておかれる必要が私はあるような気がします。つまり、まちづ

くり基本条例と、それから地域自治組織の組織条例が別立てになっている地域ですの

で、そちらを見据えていただくということが必要だということが一点。 
それから２４年７月に改正したときに、わたしは座長でいろいろと議論に参加をさ

せていただきましたけれども、その時にどういう議論があったのか、ということを踏

まえておく必要があるなという気がしています。確か、議会でも喧々諤々の議論を呼

んだ条文があったような気がいたしますので、議会はどういう反応をしたのか、それ

から組織検討会ではどういう議論があったのかというのも踏まえて於かれたほうがい

いのではないかと思います。すみません。多言申し上げました。ありがとうございま

した。よろしくお願いします。 
 
（会長） 
 ありがとうございました。 
 
（委員） 
 岩崎先生、こうやっていわゆる伊賀の人口が減るということについて多方面も行か

れているから、こういう意見も言って欲しいと思います。農業に関っていまして本当

に人口が減っているので心配なのです。伊賀市で空き家条例というのが出来ましてね。

結構な方が入ってこられているんです。ご存知のとおり今まで農業をやろうとしたら
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審議面談などやって、それでやる気ある人を受け入れていたということですが、この

１１月から１反まででしたら、1000 ㎡まででしたら、すぐ入れる。そういうことで空

き家もいくらか解消しているらしいですね。それともう１つ、リニアとか言っていま

すけれども人口がどんどん減ってきているのにリニア作る値打ちあるのかと考えま

す。それと、何年か前に今でもそうですけれども、この間から首都圏に 3800 万人です

か 700 万人ですか、寄ってしまっている。地震とかあったら大変なことになりますよ

と、10 何年か 20 何年前に首都機能の分散とかそんなん言っていましたけど、それが

まるきり消えているでしょ。 
だから地方自治体だけじゃなく国全体が壊れしまうのではないかというそういうこ

とを、他のところも提言していただきたいと思います。その今先生のお話聞いていた

ら、町で保育園が無い、学校があれやとか働くとこが無い、そんなことがいくらか解

消できるのとちがうかなあと思いました。よろしくお願いします。 
 
（学長） 
 はい。ありがとうございました。 
何らかの形でいろんな所で発信していきたいと思います。 

 
５ その他 

 
（事務局） 
 会長さん、ご苦労様でした。岩崎先生ありがとうございました。 
それでは最後のその他に、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ご質問ご意見等がございましたら、お願いをしたいと思いま

すのでいかがでしょうか。 
 よろしいでしょうか。それでは委員の皆さんからご意見も無いようですので事務局

からご連絡させていただきます。 
本日皆様のお手元のほうに、第２次再生計画の冊子と概要版ということでお手元の

ほうに置かさせていただいております。特に概要版につきましては、こちら 12 月 15
日の広報と共に各戸配布させていただいたのですが、ちょっと開いていただきますと、

例えば、何ページでもいいのですが 9 ページ 10 ページ開いていただきましたら、それ

ぞれ第２次再生計画については 47 の施策ということで今掲げている訳なのですが、そ

の 47 の施策についてそれぞれ市内の中学生高校生あるいは伊賀市出身の大学生に絵

を描いていただきました。描いていただいた絵によって、たとえば 9 ページ 10 ページ

見ていただいたようにリュックサックの絵とか消防士の絵とか、こういった形で 47 本

絵を描いていただいています。それを元に概要版を構成させていただきまして最後の

ページ 21、22 にそのときの報告会の様子ということで上げさせていただいておりま

す。実は描いていただきました絵を、現在秘書課の前の廊下というか、市民ギャラリ
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ーになりますが、そちらに 47 本絵を掲載しておりますので是非この後皆さんで、そち

らのほうにご覧いただけたらと、お願いしたいと思います。以上です。よろしくお願

いいたします。 
 
（委員） 
 ちょっと、すみません。質問よろしいでしょうか。この概要版とこれが各戸配布な

のですか？ 
 
（事務局） 
 概要版のみ各戸配布です。 
 
（委員） 
 この概要版で知られるのは見出ししかありませんが、これが概要版と言えますか。 
見出し書です。知る権利、満たしていませんよね。 
 
（事務局） 
 まずは、今回、総合計画に基づきまして、まずは、知っていただきたいというとこ

ろから入りましたので、こういう形にさせていただきました。 
 
（委員） 
 どこかで何ページってリンクがあって、本冊を市民センターに置いていますから見

てきてください、というなら未だしもですけど、ちょっとびっくりしました。そうで

すか。数字は何かなと思って。リンクしてないのですか。 
 
（事務局） 
 リンクはしています。 
 
（委員） 

同時に配らなかったのですか。費用の関係ですか。せっかく再生計画に我々関わっ

てきたのに、こういうビジュアル版作りにも、関わらせて頂たかったのですが、皆さ

んの意見がおありですから、それを冒頭去年言わせてもらったのですが、市民に配布

する分も含めて議論できればと言ったのですが。ちょっとこれを見て市民の方が見出

しばかりやと、印象でおわってしまうのも懸念されるなと思います。 
 これを見て何処の窓口に相談したらいいのか電話番号すらも無くて。 
 だから市民目線になっていないということです。 

もったいないですね。お金使ってね。 
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（会長） 
新しい試みの時には、いろいろとご意見を、厳しいご意見を含めていただくのは重

要だと思いますので。 
 
（事務局） 

ここで終了とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。 
 

― 16:00 終了 ― 

 

 

議事録署名欄 

   

 平成  年  月  日 

 

                 

 

 

                 

 

 


