
審議会での主な意見 

 

自治基本条例 

・ネーミングが少し固い 

 ・条文の構成は７章に縛られているのか 

 ・後から出てきた条例に追い越されている感あり 

 ・情報共有と市民参加の条文がごちゃ混ぜ 

 

住民自治協議会 

 ・自治協が一部の人のものであって、みんなのものになっていない 

 ・自治協の成り立ちが、旧上野の場合、自治会連合会がそのまま移行。地域

の人が選んで、いろんなことを行っていくのが本来であるが、できていな

い 

 

 

懇談会での主な意見 

 

自治基本条例 

 ・自治基本条例 26条の住民自治協議会にかかる４つの権能はゼロ 

 ・地区連合会にかかる 34条の権能もほぼゼロ 

 ・同意事項も死んでいる 

 ・自治基本条例に一番関わっているのは 38の会長である。見直し検討に入れ

なさい 

 ・見直しに当たっては、行政と住民の役割の明示等、住民の納得いく改正を

要望する 

 

支所 

 ・色々状況が厳しいなか、小さな政府をお願いしたい 

 ・合併の際の「小さな本庁、大きな支所」の考え方はどうなっているのか 

 

住民自治 

 ・市民センターの自治センター化は今後どのように進んでいくのか 

 ・自治協活動の担い手がいないので心配 

 ・外部に伊賀流自治を求めるのではなく、色んなノウハウを持った伊賀流自

治を考える人たちが自治協の中にはたくさんいる。 

 ・自治協は役員だけで頑張っており、一般の市民とは、つながりは全くない

ように思う 
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第４回伊賀市総合計画審議会での委員意見　（自治基本条例関連意見）

連番 項目 意見内容 当日の事務局の回答内容

1 条例名称
ネーミングが少し固い。ネーミングを少し変えることで、住民への
認知度や参画度が増せばいいと思う。

2 構成
条文の構成については、７章に縛られているのか。審議会の協議
の結果として反映することは可能か。

3 条文

伊賀市は早くに条例が制定されているが、後から出てきたものに
追い越されている感がある。例えば、子どもの権利や事業者の責
務など。他の事例も情報提供いただきながら議論を進めたい。

―

4 条文
議会の責務や市の責務についても我々で議論するのか。

5 条文

議会の責務については、議会規則ではないかというところまで規
定されている。また情報共有と市民参加がごちゃ混ぜになってい
る。そうした部分についても市民目線で直してよいのでは。

6 条文

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いる。

（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。

7 周知

条例は固くて当たり前かもしれないが、ダイジェスト版をいかに作
るかに注力したほうがよい。ビジュアル版をいかに楽しく作るかを
議論した方が、本当は実があるのではないかと思うし、情報共有
とはそういったところではないか。

―

8 認知度

住民に対する条例の認知度について把握しているか。 今後まちづくりアンケートなどの中で、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い
る。

9 前回改正
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。

次回、資料を提供させていただく。

審議会や市民の意見を伺って改正するものであり、構成について
７章に縛られているものではないし、条例の改名もその範疇に入
る。

条例制定は議決事項なので、最終的には議会の意見となる。特
に議会の役割と責務については、審議会から答申いただければ、
議会に審議会からの意見を伝え、議会内でも検討いただくようお
願いしたいと思っている。
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連番 項目 意見内容 当日の事務局の回答内容

10 自治協

何が原因か分からないが、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。今のところ、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。

―

11 自治協

自治協議会との関係性に関して、最初のボタンをかけていなかっ
た部分もあるのではないか。そのあたりの関係性を再構築してい
くということを意識付ける機会として、見直しをしていけばよいと思
う。

―

12 自治協

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。地域の人が選んで、色んなことを行っていくというの
が本来だと思うが、そのあたりができていない。

―
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当面の市政課題にかかる市民懇談会（当日意見） 自治基本条例関連意見抜粋

通番 会場 項目 市民の皆さんからいただいた主な意見等 その際の回答要旨

1 青山福祉センター 自治基本条例

この懇談会は、これだけ厳しい状況なので、市はこのようにして
いくので、各自治協、地域の皆さん協力してくださいというため
のものか確認させていただきたい。

色んなご意見を伺った中、伊賀市はこれから自治基本条例の見直しを検討してい
る。伊賀市の自治基本条例は58条からなっており、全国的にも先駆的な条例である
が、その中で１条１条の成果を踏まえながら自治基本条例を見直していきたいと思っ
ており、これから自治基本条例をよりよくしていくために、ご意見をいただきたい。

2 青山福祉センター 自治基本条例

自治基本条例の見直しについて、一部副市長から話があった
が、案が本日の説明ではひとつも無かった。自治基本条例の見
直し案については興味のあるところので本日は残念。

今回については、具体的な見直し方針が現状まだ定まっていない中で、見直しに着
手する旨を、まず皆さんと共有するために説明させていただいている。過去の見直し
の時点で指摘をいただいている部分について何点かある。これだけの大きい条例に
も関わらず、人権にかかる視点が入っていないのではないか。また住民自治協議会
に関して権利は謳っているが、第２次再生計画では市民や地域の責務を位置付け
たなか、自治協に担っていただく責務をどうしていくか。こうした課題もあり、これから
２年近くをかけて、しっかり議論できればと思っている。

3 ハイトピア 自治基本条例

19年からこの問題に関っている。今で11年目。自治基本条例26
条の住民自治協議会にかかる４つの権能はゼロ。何もない。地
区連合にかかる34条の権能もほぼゼロ。連合に至っては島ヶ原
は除外である。今たちまち死んでいるのに、後２年後に直して何
になるのか。11年間同じ事を言っている。直ってない。悪くなっ
ている。条例については大いに言わせていただきたい。直すな
ら直す。伊賀市の最高規範として決めてあるなら。権能はゼロ
である。例えば、同意事項なんてない。初版は、同意は地区の
皆さんとよく協議して関わりのあることは事前に同意しなさいと
書いてある。私は聞いた。同意事項は別途に定めてあると。５年
前はそうでしょ。今はどのように変わっているのか。「市長が認
める公共施設に関すること」と書いてある。これは同意事項でな
い。市長が気に食わないと思うところだけを同意を求めるよと
なっている。提案事項はどうかと職員に聞いたら、提案は尊重し
なければならないという。これは尊重とは書いてあるが必ずしも
実現を保障するものではないという。市長は自治協議会の会合
に来て、４年間の間にじっくり時間をかけてどうするかという話が
一回もない。それから、自治基本条例の見直しについて、それ
に一番関っている人は、市民の人もさることやけど日々関ってい
る人は38の会長である。今度八幡をいれたら39になるが。この
人を見直しの中へすぐに入れるべき。切実な問題だ。２年も掛
ける改正とはいかがなものか。とんでもない。

自治基本条例の見直しについて２年もかかるというこであるが、先ほどもおっしゃっ
ていただきましたが、39自治協の皆さん方の意見を聞きながら調整をしていくという
ところである。最高規範として慎重に進める必要がある。約２年間の歳月を掛けてよ
り多くの人の意見を聞いて進めていきたいと思っている。
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通番 会場 項目 市民の皆さんからいただいた主な意見等 その際の回答要旨

4 ハイトピア 伊賀流自治

伊賀流自治ということで新たな視点を模索されているわけであり
るが、島根県雲南市の成功例を挙げて、それを伊賀市へ適応し
ようという考え方。私がトラウマになっているのは、平成16年、伊
賀市合併の時、三重県教育委員会が学校経営品質というのを
教育現場へ少し馴染まないかというものを導入した。最終的に、
平成28年にマネジメントシステムという形に変えて、その間10年
以上これをやってきたが、それを受け持った産業能率大学だけ
が潤って、何の効果もなかった。当然そこへはお金がかかって
いる。いろんなノウハウを持った伊賀流自治のことを考える人達
がたくさん住民自治協議会の中にいる。外部に伊賀流自治を依
頼するのではなく、是非そういう観点でお願いしたい。

学校経営品質についてお話があったが、県においてはおっしゃられたとおり委託をさ
れていたと思うが、伊賀市においては私の知る限りでは全て自前で伊賀流自治も
やっており、シンクタンク等の会社を使わず、それぞれ手弁当でそういうしくみを考え
ているのでご理解いただきたい。

5 いがまち 組織

色んな条件が難しい中で、小さな政府をお願いしたい。ひとつは
支所の問題。支所についてのビジョンが見えてこない。これから
支所をどうしていくのか市民に示してほしい。私は支所をやめて
はどうかと常々申している。職員について定員適正化計画を
やってくれば、三重県平均ぐらいになるはずだが、全然変わって
いない。

定員適正化、小さな政府は大変よいことだと思う。そのためには、定員を減らすとい
うことがどういうことかというと、行政が担っている業務を減らしていかないと、定員は
減っていかないわけです。つまりこれも行政であれもやって、これもやってといってい
る以上は、なかなか人を減らしていくことは難しい。逆に見せかけの定員削減をし
て、その分アルバイトに頼ってしまうということになる。そうではなく、定員はそもそも
業務量によって決まってくるので、そのあたりの根本のところを考えなくてはならな
い。、また支所の姿が見えないということに関しては、まず皆さん方がどのように支
所を考えていただいているのか。極端に言えばいるのかいらないのか。私は多分い
るだろうなと思っています。それは自治協・まち協が自治の核として地域に根付き実
践される際に、行政との向き合う窓口が支所という組織になると思う。ただし、今のよ
うな人員・スタッフの支所である必要はないと思う。もっとスリム化したものでよいと思
うし、現在６支所あるが、６つはいらない。包括ケアセンターは北部・南部・中部の３
つになっているが、そのような地域の再編を進めていかなければならないのかと思
う。これからの５年10年は、新しい支所のあり方を皆さんで検討し実現していくという
ことである。支所は行政の出先という部分もあるが、災害時の安心・安全を確保して
いく役割もあるというふうに思っている。
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通番 会場 項目 市民の皆さんからいただいた主な意見等 その際の回答要旨

6 阿山健康福祉センター 組織

合併当時は「小さな本庁大きな支所」、この考え方で進んできた
が、この組織図だと支所の役割が随分変わってきて、「小さな支
所」になっていないか。一つは市民センターで住民登録等がで
きことが、ファックスの都合で簡単に支所に遠い玉滝地区等は
大変不自由している。こういうことに関して、賑わう市街地と郡部
の格差がこれから広がってこないようにしていただきたいと思っ
ている。不便なことが全て郡部に集中して、便利で賑わうところ
が真ん中というのは困るということが、ここ４年ぐらい自治協議
会の仕事をして痛感している。「大きな支所」にしてくださいとは
言わないが、「機能する支所」にしていただきたいと思う。

「大きな支所大きな本庁」の考え方は変わらず今までずっと改革をやってきた。「大き
な支所」というのは、規模が大きいというわけでもないし、人員が大勢ということもな、
く中味の問題なので、地域のニーズをしっかり対応できる、そういう支所にしていくと
うことである。今回の支所の改革は、より住民に近い位置に戻そうということで、支所
長についても仕事ができる人間を配置していきたいと思う。ファックスの件は、かなり
興味深い話である。つまり、これから財政を縮減する中で何を本当にやらなければ
ならないのか。あるいは少しは私達市民が我慢すべきことがあるのか。というところ
のヒントを与えてくれている事例だと私は思っている。それぞれのお考えがあるとい
うふうに思うが。それから郡部と中心部の話があったが、私はおっしゃられた中心部
に属する町で産まれ育ったが、その中心部でも三筋町と言われるところとそれ以外
の町とがいろんな意味で格差があり、そういう意味では私は市街地中心という言葉
を議会の中でも一切使っていない。つまり、私達６市町村は対等合併したので、どこ
かに肩入れをするようなことは私は絶対してないと思っているし、旧青山町について
は、明らかに６市町村の合併でありながら格差があったということあるので、これは
ユニバーサルにしていかなければならないと思い、私は頑張ってきたつもりである。
そういう意味で、旧阿山も旧伊賀も旧島ヶ原も旧大山田も旧上野も旧青山も同じとい
うつもりでやっている。ただ、地理的な沿革というのは基本的な事実としてはあるが、
それをどういうふうにして市民として同じようなサービスを共有できるかというのは重
要な課題だと思っている。

7 大山田農村環境改善センター 組織

組織図で、地域を預かるものとして、市の機構を覚えかけたとこ
ろで、また変わる状況にあって、今改正案を見るに、支所が今ま
では部と同等であったものが、人権市民協働部の中のひとつの
課になる。合併の際は小さな本庁に大きな支所ということで、支
所の独自性を活かしながら進めていくと聞いていた。しかし支所
は本庁の連絡所のような形で、支所の独自性が活かされていな
いように思う。財政難の中ではあるが、例えば各支所に1億円ず
つ配り、支所の独自性を活かすような考え方はないものか。

おっしゃるように、基本的に支所の独自性、地域の独自性を活かしていくことが大事
であると思っている。同時に自治協・まち協の中で、できるところから自治センター化
をやっていただき、自分達の地域をマネジメントしていくべきだと思っている。そのよ
うな中で、支所は地域の方と向き合う出先になろうかと思うし、決して地域のための
支所という考え方を放棄したものではない。また1億円という話については、地域へ
の交付金（地域包括交付金）の中で、考えていかなければならないと思う。

現在は、人口･面積などにより地域包括交付金を全市的に全ての自治協に合わせて
1億7千万程度交付させていただいている。今後厳しい財政状況の中で、包括交付
金も見直しの時期に入ってくる。そのような中、地域のなかで市からの交付金だけで
はなく、自治協から知恵や工夫を出していただきながら運営いただくことが非常に大
切なことになってくる。第2次再生計画の中でも、市民の役割、地域の役割、行政の
役割をきちっと位置づけた。自分たちができる地域づくりを真剣に考えていく必要が
出てくるというようなところである。
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通番 会場 項目 市民の皆さんからいただいた主な意見等 その際の回答要旨

8 青山福祉センター 組織

組織の中でも住民自治協議会を支援するということで、支所の
組織も変わっている。支所の業務には自治協のことが書かれて
いないが、自治協の支援はどのようになっていくのか。市民セン
ターを使っての支援になっていくのか。

人権市民協働部に地域づくり推進課を配置している。ここで住民自治協議の支援に
関する業務ということで書かせていただいており、同じ部内でいくつか支所を配置し
ている。支所では地域の進行、住民福祉に関する業務を行うが、地域づくり振興課
とそれぞれの支所がタイアップし、住民自治活動を進めていこう、また自治センター
化を進めていこうとしている。さらに支所の現状は次長級が支所長になっていた。新
たな組織では、支所長が部長級になるか次長級になるのか分からないが、人権市
民協働部長と一緒になって、更に住民自治活動を進めていこうという組織にさせて
いただいたということである。各支所の機能としてはアップできるのではないかと思っ
ている。

現在も各支所では、自治協担当ということで業務を行っているが、新たな組織では
部の中に支所を配置し、担当を置くことで、連携して自治活動の支援を行っていこう
ということであるので、ご理解いただきたい。

9 青山福祉センター 自治センター

自治センター化について、青山地区では、完全な自治センター
化ではなく、一部委託、一部センター化ということで踏み切ろうと
するところまでいったが、上野の委員さんに反対され、検討委員
会もどうなったか分からない形になってしまった。今の状態であ
れば、楽で自治センター化のことも考えなくても良いが、やはり
市の職員である以上、事務が自治協活動から落ちていく部分が
ある。しかしだからといって人材が育っているかというと、なかな
かなり手がいないので心配している。やはり楽をしているという
点で、自治センター化については後ろ向きになっている。

地域づくりで一番大切なことは、人材育成かと思っている。リーダーやその後継者の
育成がそれぞれの地域の活動の中では重要になってくる部分かと思っている。現在
も連続講座等の開催等に取り組んでいるが、成功事例等もからめながら、地域活動
の担い手をどのように育成していくのか、皆さんの知恵もお借りしながら、しっかりと
取り組んでいきたいと思っている。
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通番 会場 項目 市民の皆さんからいただいた主な意見等 その際の回答要旨

自治センター化については、市民センターを指定管理などにより、自分達の地域が
使いやすいように自主的に使っていただくような方向で言われてきたかと思う。自治
センター化の話が少し止まってきたことには、いくつかの理由がある。まず地区市民
センターは、住民自治活動の拠点としての機能は、どの地域でも地区市民センター
が拠点施設という位置づけで使っていただいており、市の職員が数名配置されてい
る中で、その職員が住民自治協議会の事務を現実的に担っている。そうした状況
で、地域の中から指定管理をして自ら給与事務や施設の管理事務を請け負い、自
治センター化するメリットが見えてこなかったのではないかと思っている。今後の形
は、もともと自治協の設置は行政主導で設置されてきた経緯もあるが、あくまで自治
協は地域住民によって自主的に運営されることが本来の姿であるし、それぞれの地
域が知恵を出し合い、工夫をし合いながら、地域課題や地域ニーズに対応した形で
行っていただくのが本来の姿であろうと思っている。活動拠点として使いコミュニティ
ビジネスなどをそこでやっていただきながら、より強固な、また財政的にも包括交付
金の見直しも行わざるを得ない中、地域の工夫による運営の方向にシフトする必要
があると思っている。まず自主的に自ら取り組んでいこうという住民自治協議会か
ら、指定管理制度による地区市民センターの運営、一斉に進めるのではなく、やろう
という意欲のある自治協から自治センター化を行う方向で、進めていきたいと思って
いる。

伊賀市全体を見ていると38の住民自治協議会がある中で、色んな熟度があり、一斉
に行うことは難しいと思うが、地域の皆さんがコミュニティビジネスに挑戦している地
域もある。高齢化や担い手の関係で持続可能なものであれば、自分たちのことは自
分たちでいい形のものを造るようにマネジメントしていくことが重要であると思う。違う
言い方をすると、自治協・まち協は伊賀市が先進的に精通した組織であった。しかし
その後、あり方としては、名張市のほうが組織として先行してしまった。これは市の
財政に頼ることができなくなってしまったことで、その方向に至ってしまったということ
もあるかと思う。西柘植地区や青山地区も早く次のステップに移行したいというご意
向を伺っているので、サポート出来る部分はしっかりサポートしていきたいと思ってい
る。

10 青山福祉センター 自治センター

3・4年前に自治センター化の話があったが、しばらく音沙汰が無
い。今後どのように進めていくのか。
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通番 会場 項目 市民の皆さんからいただいた主な意見等 その際の回答要旨

11 ゆめぽりすセンター 自治センター

地域に関わることとして、２年ほど前に市民センターの自治セン
ター化や指定管理の話があり、前向きに進んできたように思っ
たが、急に立ち切れした。この後、どのように地域に下ろしてくる
のか。

自治センター化について、現実にはそれぞれの地区市民センターで、ほとんど住民
自治協議会の事務を担っていただいており、自治センターという意味では、地区市
民センターが自治センターとしての機能ができてきているのではないかと思う。自治
センター化というのは、住民自治協議会が地区市民センターの指定管理を受けて、
市から入る指定管理料をもって地区市民センターの運営を行っていく。その方向性
が先ほどおっしゃった２･３年前に示されたというところかと思う。現在上野では３名の
職員を配置しているなかで、それぞれの地区で指定管理をしていくメリットがあまり
見えていない状況にある。今後地域包括交付金等が見直されると、地域自身が、自
ら稼いでいただく地域運営という部分での収入確保も考えていっていただかなくては
ならない。そうした中では、例えば地区市民センターの中にカフェなどのサロンを
作って、利用者から一定の収入を上げていくような工夫で、自らの地域拠点として自
ら運営していく流れであると思っている。今後先進的にそうしたことに取り組んでいた
だく地域をモデル地区ということで手を挙げていただき、意欲のある団体から取り組
んでいただける形で検討していきたい。一斉に指定管理制度を導入するのは難しい
状況だとご理解いただければと思っている。できるところから可及的速やかに行って
いただくのが、よいかと考えている。

12 ハイトピア 自治センター

ガバナンスという小池知事が好きそうな横文字を並べて住民自
治協議会に一役を担わせようと、時代的には、市長がおっしゃ
るとおり何でもかんでも行政に言うてなんとかなんとかっていう
時代ではないと私も思うわけであるが、その住民自治協議会の
事務局を担う市民センター機能が機能しているのか。職員の服
務規程は内規というかたちでありますけれど、市民センターの
役割等を明文化した文書はないと、これは是非住民自治協議会
がガバナンスの一役を担っていくというのであれば是非市民セ
ンター機能はこういうものであるということを明文化していただき
たい。

平成２５年３月から地区市民センターの自治センター化にかかる検討を始められた。
２６年２月までその検討が進められてきたが、その中では、地区市民センターの将来
像としては、住民自治の拠点、生涯学習機能を持っている、住民相互の交流、こうし
た３つの機能を併せ持った施設を地区市民センターとして整備していって最終的に
は自治センターというふうなかたちに位置づけようというようなところであります。自
治センター化は、地域の皆さん方が活き活きと元気に暮らしていただくために地域の
方が自ら管理運営いただくような視点で自治センターと言っており、これは指定管理
制度を入れて管理いただこうということであるが、現時点では、今自治センターにす
るメリットが見出せないといたような指摘をたくさんいただいている。それは、現在市
の嘱託職員あるいは臨時職員が配置されて、現実的に住民自治協議会の事務を地
区市民センター長と自治協議会の事務局長と両方兼ねている方が９２％ぐらいおら
れます。そういったかたちで、将来像としては、住民自治の拠点、生涯学習機能、住
民相互交流の場、この３つを中心にやろうということである。
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通番 会場 項目 市民の皆さんからいただいた主な意見等 その際の回答要旨

13 ゆめぽりすセンター 市民センター

市民センター機能が、人材面で今のままで耐えられるのかどう
か、危惧している。

地域づくりの課題の中で、人づくりというか、現状の1年交代で会長が代わられたり、
当番方式で当たったりという中で、なかなか地域づくりが、うまく進展していかないと
いう現状が、それぞれにある。また多くの住民自治協議会の中で、その活動に温度
差がかなり出てきているということも事実である。そのような中で、平成26年度から
地域づくり推進課で連続講座なども進めながら人材づくりに取り組んでいるところ。
この部分をしっかりやっていかないと、住民自治協の活動が今後活発になっていか
ない。自分達の組織なので、自分たちで決めていくというところと、後継者をどのよう
に育成していくのか。そこに行政がどのように関わり、人材育成を図っていけるのか
というところを、もう少し踏み込んで考えていきたいと思っている。

隣の町を引き合いに出して恐縮であるが、名張市も同じ様に自治協をつくっている
が、伊賀市のほうが設立当初は先進的であった。ところが今や名張市がアドバンス
してしまった。それは名張市はお金が無い中で、自分たちがやらないと何もできない
という状態というところが大きい。しかしやればできるというところは、名張市の例を
見ると、心強いと思う。大変であったということは思うが、名張市の自治協にできて、
伊賀市の自治協にできないはずがないと思っている。

14 青山福祉センター 住民自治

自治協が組織化されて約10年。自治協や各地区の委員の業務
が増えてきているのも事実である。そのような中、自治協になっ
ての成果・効果や評価したものがあるのかどうか。例えば金銭
的な効果などでも、あれば教えていただきたい。

住民自治協議会が設置されてからの成果あるいは評価、また金額的な効果につい
て、行政的に具体的にどの程度の成果があったかというような評価をしたことはな
い。住民自治協議会はそれぞれの地域で多様性を持っており、コミュニティビジネス
に取り組んでいただいている自治協も出てきているし、過疎の地域や新興住宅地の
地域で色んな地域の課題を見据えて、まちづくり計画を作っていただき、今までの取
り組みの成果によって、自治協の取り組みの温度差が大きくなってきているような気
はしている。しかし取り組んでいただくことにより、地域のコミュニティのつながりなど
に影響が出てきているように感じている。

9 / 10 ページ



自治基本条例関連意見抜粋
当面の市政課題にかかる市民懇談会（意見票）

通番 地域 項目 市民の皆さんからいただいた意見等

1 青山

伊賀市自治基本条例
の見直しについて

市の基本条例であるので行政寄りの条例が制定されることは当然であると思われるが、本来、行政が行なわなければなら
ない事項が、自治協はじめ市民に対し参加協力が強調され過ぎている。見直しに当たっては、行政と住民の役割の明示
等、住民の納得のいく条例改正を要望します。

2 上野
住民協議会について 市民と住民自治協議会はつながりが全くないように思う。役員さんだけで頑張っているだけだと思う。一般の市民には、なく

ても良い組織だと思います。
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