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第３回伊賀市総合計画審議会 議事録 

 

開催日時 平成 29年 10月 5日（木）13:30～16：35 

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） 

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） 

 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】   －    ） 

  

議事日程 １ あいさつ 

２ 外部評価 

 （a）13 時 35 分～14 時 05 分 2-1-1 危機管理（総合危機管理課） 

 （b）14 時 05 分～14 時 35 分 4-2-2 公共交通（企画振興部） 

 （c）14 時 35 分～15 時 05 分 4-1-1 都市政策（建設部） 

 （d）15 時 05 分～15 時 35 分 6-4-1 住民自治（企画振興部） 

 （e）15 時 35 分～15 時 45 分 休憩 

３ 外部評価グループ協議 

15 時 45 分～16 時 30 分 「施策評価に対する評価」の決定 

議事概要 開会 

（事務局） 

ただ今より、伊賀市総合計画審議会Ａグループの外部評価を始めます。最初に総務

次長の山本よりご挨拶をさせていただきます。 

 

（総務部次長） 

みなさんこんにちは。総務部次長の山本です。よろしくお願いします。本日皆様方

には大変お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。本日は外部評

価の A グループでございます。これまで市が昨年度行ってきた事業、評価について、

皆様方にご評価いただくということで、先に資料等で追加資料等その施策にぶらさが

っている事業ついて、状況について参考に送らせていただいたわけですが、本日は市

が行った施策 47の施策について、評価それが良かったのかどうか、経営報告書、こち

らを中心に指標の分析、あるいは、これからのアクションをこれで良いのかというの

も見て、忌憚無きご意見、評価を求めますので、尚且つ数も多くございますので、長

時間になりますがよろしくお願いいたします。簡単ではございますが開始にあたって

のご挨拶とさせていただきます。 

（事務局） 
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それでは、本日使用します資料ですが、先ほども山本次長の方から説明もありまし

た。この行政経営報告書が主なものになります。委員のみなさまに事前にいただいた

質問につきましては、本日までに回答させていだいたもの意外は、テーブルの上にお

かせていただいています事前質問Ａ３の資料です。それ以外の質問につきましては、

今日担当部局より口頭または書面により回答させていただきます。そしてこの外部評

価で審議委員さんに、行政が行った評価がしっかり出来ているのかをチェックしてい

ただきたいのでよろしくお願いします。それと机の上に置いてあります外部評価書Ａ

４の用紙４枚ほどありますが、これは最後に施策評価に対する評価をしていただくた

めのものになります。また、オレンジの封筒については、今日評価書を提出して頂け

ない方は、返信用封筒を使って投函してください。あと、本日のスケジュールですが、

最初は危機管理、そして、公共交通、住民自治、都市政策の順で質問等のヒヤリング

を行っていただきます。 

各部局とも時間は３０分間となっております。開始から３０分が経過しますとベルを

鳴らしますので、質問等が終われるようにご協力お願いします。そして全ての部局の

ヒヤリングが終わりましたら、最後に施策に対する評価を行っていただきます。 

 それでは、ただ今から進行をグループリーダーである岩崎委員さんにお任せします

ので、以後よろしくお願い致します。 

 

 

議事 

（会 長） 

みなさんこんにちは。それではよろしくお願いします。まず時間割をご覧ください。 

張り出してあるものと、さっきご案内があったものとは若干違うのですが、都市政策

が最後になるとの事ですので、公共交通、住民自治は１ずつ繰り上げてスケジュール

を進めていきたいと思いますので、よろしくお願い致します。また、最後の所この外

部評価書に記載していただいて、時間も限られていますし、４つの政策について意見

交換ですので、本日は進行具合と残りの時間具合によりますが、一番下の施策評価に

対する評価について、それぞれの方から理由とともに４つの中でどれが適当だとご意

見を伺って、この場でそのグループとして、今回この事業に対してどの評価を付ける

か決めてまいりたいと思います。上の方のチェックついての意見、アクションについ

ての意見は主には後日また持ち帰って頂いて自宅で書いていただくということで、そ

の点はご容赦ください。また、この外部評価書を見ますとチェックとアクションに対

して意見を聞かせて頂く事が中心となる、今回行政の方が目標の達成状況について分

析をされて振り返りもされている、更には省みた結果課題も抽出されている。それを

本年度の事業に結びつけている。そういう所がチェックとアクションに結びついてい

る。評価書を見て頂いて、チェックとアクションが果たして適正についているかとい

う観点から評価の御意見をいただきたいと思います。他方でＤＯの部分ですね、具体
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的にどういう事業が行われているのか、こういう事業もやってはどうか、そういうよ

うな事業に対する要望やご意見については、今回はその対象ではないので、また、後

日担当課の方に御意見いただければ回答はしていただけるので、本日の議論ではなく

て、後日にして、その点についてもご理解いただきたいと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 それでは委員にみなさまから進行方法について何かご不明な点、ご意見が無いよう

でしたら早速担当課から説明をしてもらいますがいかがでしょうか。では、まず危機

管理について担当課の方から 10分程度でご説明お願いします。 

 

（総合危機管理監） 

 私、総合危機管理監をしています加藤と申します。よろしくお願い致します。まず、

行政経営報告書の 38ページをご覧ください。この 38ページの 2-1-1「災害などの危機

に強くなる。」私どもの方で４つ担当させて頂いています。基本事業の中のはじめ、災

害時要配慮者（要援護者）の支援で伊賀市の方で「災害時要配慮者（要援護者）避難

支援プラン」は平成２２年に作成しまして、それから市内の必要な方に対象となる方

に申し込み申請をいただき、名簿の作成をしているところです。災害時に避難がスム

ーズに行きにくい方、高齢者の方、あるいは、障がい者の方等について申請いただい

て名簿を作成しております。去年も民生児童委員さんに名簿、地区担当の分を配布さ

せていただきまして、平時の見守りの中で、その要配慮者の緊急連絡先等最新情報を

持っていただいて、出来るようにさせていただきました。このことにつきましては、

課題としまして、７年程前からやっておりますので、誰に連絡をしたらいいのかとか、

名簿の部分について更新されていないところもありまして、課題としてあげさせてい

ただいています。今年度は高齢者、障害者、要援護者に配慮いたしまして、現実的な

仕組みになるよう、名簿が実際使えるようにして、災害時の避難方法や避難生活に役

立てるよう支援、地域へ行かせていただいている次第でございます。その部分の目標

を生かせる事業としましては、3 ページのところに結果があり進んでいます。次に 38

ページに戻っていただいて、「自主防災組織活性化促進事業」について、伊賀市内に 306

の自主防災組織がありまして、そこの組織でいろいろな活動をしていただいており、

その中で数多くの支援をさせていただいています。その中で、去年につきましては１

つの地区、防災組織は自主防災組織が形成され、備蓄倉庫の補助を実施したところで

ございます。29 の地区の自主防災組織に一部経費を補助したという経緯です。また、

自主防災組織の活動の支援の１つして「出前講座」を各種、各団体として、出前講座

を課の方で実施しています。この 306 の自主防災組織がありまして、それぞれ単独で

動いているようなところがございまして、地域としてなかなか動きづらいところがあ

りまして、自主防災組織の広域化、自治協、まちづくり協議会単位でこの連携、仕組

みが必要です。今年私どもの方で三重県防災訓練を実施することになりまして、そこ

で、地域と訓練が連携して繋がるものが出来ないかと今、１１月１５日の実施を目指
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して調整しているところです。市の「公助」と連携する事で地域の防災力向上へつな

げる。それから「情報伝達手段の充実」というところです。 

災害時の市民への迅速かつ的確な災害情報の収集、伝達、多様な訓練情報を発信して

いくことでございます。これにつきまして、主に情報発信として伊賀市の防災行政無

線を利用させていただいています。それはデジタル電波を使っているのですが、合併

前の旧町村ではアナログ波を利用した防災行政無線となっておりまして、それらを新

たに、このアナログ波を平成３４年には停止と言う形で国から言われておりますので、

それに代わるものということでございます。「あんしん防災ねっと」の登録ですが、お

持ちの携帯電話から「あんしん防災ねっと」の登録をしていただくことによって、昨

年末で４３３０人の市民の方の登録をいただきまして、その方に、防災情報、避難所

のあるところ、今どういう状況になっているのかを情報を発信させていく１つのツー

ルとして使せて頂いています。去年は３地区の防災用モーターサイレンの改修を実施

した。この情報伝達の手段につきましては、３４年のアナログ停止に先立って市全域

の伝達手段を全域に考え直しています。来年には基本計画、実施設計につなげていき

たいと、一度には無理ですが数年にかけて行いたいと考えている。それから、国民保

護、総合対策の連携について伊賀市でも計画の策定、国、県の修正計画に合わせて伊

賀市でも国民保護計画を見直していくところで、去年も一部基本方針に基づいて変更

いたしました。新型インフルエンザについても、保健所などと連携した市の行動計画

に基づいた訓練を実施しまして、国民保護に関する課題としまして、市民の身体、生

命、財産を守るために 被害を最小限にするために国民保護計画を修正するところで

ございますが、本年度につきましても、今のところは、国県からも修正、指示等がご

ざいませんので、修正していく形としましては、なかなか動きがあると言うわけでは

ありません。しかし、今年は何らかの動きがあると思われます。   

（建設部建設１課）  

建設部建設１課の岩野と申します。よろしくお願いします。引き続き河川維持改修

事業について説明させていただきます。この事業の主なものは河川の浚渫事業、それ

から、調整池、住宅団地の調整池、それから河川の草刈の一部ですが、大半が内水対

策、本線の水位があがって、山からくる水をどうしようかが、内水対策になるのです

が、これらの排水事業に対して主のものが河川の浚渫事業と内水対策であります。浚

渫事業ですがホタルであったり、住宅の近くに緊急性、避難所への導線、河とか優先

しながら、数多い要望の中から順次工事を行うものであります。 

それから、２６年度から河川内水対策につては、行っておりまして、２６年には内水

排水ポンプ車を購入し、岩倉、長田、小田、島ヶ原等に内水対策してきました。この

２８年度には、三田、小田、島ヶ原に内水排水用のポンプを整備してきました。２８

年度で一定のハード事業、本年度、２９年度は台風５号と台風 18号には問題なくでき

ました。こいった事業を行っています。特に２８年度については 6 つの河川の浚渫を

行いまして、三田、小田、島ヶ原の内水排水ポンプの資金運用の開始を始めます。課
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題ですけど、浚渫工事の予算が非常に厳しい中で、その残土の処分地の中で出来るだ

け地元で、近い場所で、運搬距離を短くするための協力をお願いしていく、というと

ころでございます。５月から内水排水ポンプについては操作方法を地元、消防団と一

緒になってみんなで出来るような連携、操作説明会を行いまして、有事の際、建設部

が他の道路の方へ決壊で来れない場合も、地元だけで、排水できるような体制づくり、

これが課題であると思いますし、その件につきましては自主防災組織を含めまして現

場の方で説明させていただいて、今年の台風については発揮できたと思っています。

簡単ですが建設部について説明を終わります。 

 

（会 長） 

では委員の皆様から質疑を行っていただければと思います。恐縮ですが時間の限り

もございます。最初にお一人様１つの論点を設定して頂いてご説明していただき、そ

の後に更に時間に余裕があれば、御意見ご質問をいただければと思います 

どうしてもという形で評価に関わる論点で考えて頂きご発言いただければと思いま

す。ではよろしくお願いします。私が口火を切らしていただきますが、PLAN、DO のと

ころを拝見しますと市民の方の防災意識がかなり高い、そのことが DOでは享受をどう

強めていくのか、そういう風な形で置かれているのかと拝読いたしました。その点で

見たとき KPI として安心防災ネット登録者数を指標にあげられていますけど、これは

本来事業がどこまで進んでるのかを測る指標で、指標の立て方が間違っていて、だか

ら適切な評価や見直しが出来ないのではないかと思うので、ご質問します。安心防災

ネットを指標にあげた理由と６６００が平成３２年度にあげた目標として立てられて

いますけど、この根拠ともう１つは具体的なアクションの中の安心防災ネットの登録

者数を増やすための取組みが拝見されないんですけど、KPIとしてあげる限りはいかに

して上げるか、課題を設定し、取り組んでいかなくてはいけないとか、そこについて

のご見解を聞かせてください。 

 

（総合危機管理監） 

伊賀市では共助のほうが大事かと考えています。共助の元になるのは自助となるの

かなと。自助の中のひとつとして KPI に設定しました。安心防災システムで、テレビ

などでタイムリーに報道されるのですが、安心防災ネットにつきましては登録者には

直接情報伝達されますので、テレビ見ていない人にも伊賀市にいてなくても、伊賀市

がどんな状況なのか判り、そういう意味では伊賀市の情報をもって、その方がどう動

いていくのかということになってきますので、まず KPI としての指標を持たせていた

だいています。それから、目標設定が 6600人で良いのかというところですが、市民全

員に設定するのが望ましいと言えば望ましいのですが、今のところ２７年度現在では

4050、本年度末には 4300と報告されています。これも、受信する側も市民の方にも登

録を行っていただくと無料なので多少の金額もかかるので、強制的にとはいかないの



6 

 

かと思います。もうひとつアクションの中でその部分が見えないのではという事です

が、確かに記載がされていないところですが、28年度の中で DOのところで書かしてい

ただいていますが、出前講座、いろんなイベントの中で方法、必要性を市民の方にお

話させていただいて啓発をし、特に今年度こういう形でという新しいところは見えま

せんでしたが、今までのことは継続してきました。 

 

（会 長） 

ありがとうございました。 

 

（委 員） 

関連してなんですが、伊賀市は外国人の方が沢山住まれていると思うのですが、こ

の防災ネットのことは日本人というか伊賀市の市民の方を日本人だけをとらえている

のか、もしそうであれば、外国人に対する防災ネットの登録とか、加入されたかどう

かわかりませんが日本語で表示されていると思うのですが、それぞれの国の言葉は難

しいと思うのですが、今いる外国人の方の母国語のうちいくらかでも表示できないの

か、その辺はどう考えているのかお聞かせください。 

 

（総合危機管理監） 

安心防災ネットに限っては、今そういう対応は出来ていません。それ以外のホーム

ページ等の表示で対応させていただいてますので、その方面を、アピールしていきま

す。 

 

（委 員） 

今、伊賀市では外国人に対する伝達はされているということですか。 

 

（総合危機管理監） 

そういうことです。 

 

（委 員） 

逃げられなかったら困りますので。特に外国人が住んでる地域とかありますよね。

そこの住民自治協とかと話合いとか、外国人に対する伝達対策とかそういうのはちゃ

んとしていただいていると言う事ですか。 

 

（総合危機管理監） 

そうですね。伊賀の支所管内で防災の出前講座で、地域に外国人の方が多いのでと

いうことで、外国人の方のことを強調した講話の依頼もございました。私どもが行か

せていただいて、話をさせていただきましたが、ご家族で住んでいる方が多いので、
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子どもさんが日本語の取得が早くて日本語での講話をしたのですが、子どもさんが日

本語から母国語にして、親に説明していただきました。 

 

（委 員） 

 私は四日市からの移住者ですが、その立ち位置より感じることがありまして、全般

的なお話ですけども、伊賀市民の災害への意識はそれほど高い方ではないと思うんで

すよ。近年の異常豪雨は局地的でどこで起こっても不思議ではない状況ですよね。市

民への災害に対する意識付けが非常に大切で、自らが守る自己管理は本当に必要だと

思うんです。これからは行政、行政ばかり言うのではなくて、行政の取組みとして河

川改修は大事ですが、市民への情報アプローチは現状でいいのでしょうか。出来れば

児童教育から様々な災害への自己啓発が生かされる事を願っています。行政としての

考え方をお聞きしたいと思います。 

 

（総合危機管理監） 

防災の意識を市民にどう啓発していくのかという事ですが、児童教育からという事

例の１つとして、伊賀市だけではなくて三重県のでは防災ノートという形で三重大学

と共同で作られた教材がございます。そこで、今まででしたら地震が起きたら机の下

に隠れて、上履きだけで校舎に出てとかそういう訓練が多かった。いざと言う時に何

をしなければならないのかも含めましてノートで取組み、啓発をしていただいていま

す。また、中学生、高校生につきまして、中学生については防災ノートを使っている、

その地域との連携と言う事で、まだ一部ですが、高齢者率が高くなっている全体的に

も高くなってきている、その中で若い力が必要になってきますので、地域の中で若い

力を活かしていってください。防災訓練とか町の防災に関する訓練は役員さんとか高

齢者の参加は多いのですが、その家族の中で子どもたちも連れてきてねといつも開催

する前には言っており、学校ですることは先生が教えてくれまして、避難所として災

害が大きくなって避難生活が長くなって子どもたちの学校生活にも影響するし、ご自

身でもどういう風にしていくか話をさせていただいています。 

 

（委 員） 

自主防災組織 96％で進んでいるとのまちづくりのアンケートの結果ですが、市民満足

度 23.8％。まだまだ不安に思っている。どうしたらいいのだろうと大きな事だと思っ

ています。この自主防災訓練でも各地域で行われている訓練は、いろいろ温度差があ

ると思います。すごく徹底してやっている所や、しなければならないので一時避難し

てみなさん集まってくださいみたいなものとか、いろんな訓練の内容とか、それぞれ

の地区によって違うと思うんですけども、先ほど、子どもさんには防災ノートで、い

ろいろその時どうしたらいいのかをノートで勉強してますと言っていましたが、やは

り一番分かりやすいのが、この間の台風の時にもありましたが、さあ避難する時に何
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を持って出ましょう、どうしましょうと、なかなか自分ではしてないというのが実情

だと思うんです。そんな時に見える化したマニュアルというものを伊賀市として取り

決めしてくれてあるのかどうかわかりませんが、市民センターとかに行ったら、避難

の指示とか置いてくれてありますが、どういう災害が起こった時はどこへ逃げますよ、

どこが避難場所ですよ、いろんな災害のマップとか自分とこの地域の者、そういうも

のがあって一時訓練とか、みんなが集まって訓練することとか、こういう事が出来て

いますかというチェック体制までしていくことが、一番必要なのでないかなと思いま

す。ただ行くだけでは訓練になりません。やっぱりそういった時にも出前講座と言う

ものも、沢山来て頂いているといいますが、やはりそこには要請がなくても行ってい

ただいて、ちゃんとしたキッチリとした確認を行っていただくっていうような、確認

を設定していただいたらいいのではないかと思います。市民一人ひとり、これだけあ

れば何かの時に安心と思います。 

 

（会 長） 

ご要望として、また、ご解答として出来るものがあれば後日お願いします。 

 

（委 員） 

感想的なコメントになるかも知れませんが、ソフト、ハード様々な取組みをしてく

れてて、この会議ではチェックとアクションを審議するということなんですが、チェ

ックについて様々なソフトとハードのプランを実施して頂いているのに、この安心ネ

ット防災登録者数だけで評価していただいていると、個人的にはもったいないという

印象を受けました。他にもっといい指標はないのか、これで目標達成しているという

ことでいいのか、いろんな事をやられていると思うので、例えば私達民間の発想なん

ですが、チェックを数字で出さなくてはいけない。登録者数というのは１つである。

判りやすいし目標も出来て、把握もしやすい。果たしてこれが様々な実績の代表指数

になっているのかどうか、危機管理というのは基本的には市民の財産、生命を守る事

が目的ですので、これが「第 1 番。乱暴ですけど、例えば去年一年間に災害が起こっ

た被災者の数、残念ながら死亡された数とか、怪我をされた数とか、そういうもので

評価されるのは乱暴なんでしょうか。例えば去年一年間で台風で亡くなった方、行方

不明者の数がもし仮に０人で行政の総合的な実績と、自然災害である自分らの力でど

うにでもなるようなものではないもの、やはりそういうこともあって、自分らの努力

もあって、もうちょっと自己満足ではないけど評価されてもいいのではないか。例え

ばバス会社が事故を１０件起こした、今年は５件やと目標をたててやっていくわけで、

こういう危機管理やからそういう実態的な評価があってもいいのではないかと感想と

して思いました。 

 

（総合危機管理監） 
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おっしゃっている意味は全体的な被害者数、災害による被害者数は全体的な指標か

もわかりませんが、これが災害かどうかはわかりませんが、何を以ってするか、人的

なもの、家の浸水の件数で見るのか、そのあたりも、なかなかどれを見て達成出来た

かどうかは基準の線引きが難しい。またあと動きがなかなか無い部分がある。 

 

（委 員） 

岩野課長がおっしゃったように、ポンプが作動して内水の被害がなかった。これも

１つの実績だと思うんです。 

 

（委 員） 

私も質問があるので、時間がかかりますがすいません。指標の見方がありますが、

そもそも最初に会長からも指摘があった指標の設定ですが、行政の目線であって、自

助の視点、住民の視点が欠けている。避難指示が出たのであれば参集率、そういう置

き換えで出来るかなって思います。そういうダメージの部分ばかり強調されている、

業務上そういう形になりますよね、ちょっと視点を変えれば住民がどうのように動い

たか、ただ、そこでお尋ねしたいのが、基本的に防災の情報は行政が流しますよね。

流れてから送るのではなくて、流れる前にどんな情報を取るか。この間の台風の時に

災害対策本部を早く立ち上げ、良い評価を得ていると思うのです。住民をこっちにむ

けるチャンスであり、防災意識を高める良い機会だと思う。災害はどうのように伝達

して、人間というのは動かないと学習できない。先ほど言われた訓練や、「サイレンが

鳴る」ということが欲しいのです。そういった時に実際現場でですね、指示を出して

いても、おそらくもどかしい思いをしていると思うんです。声かけしても住民の気持

ちがまだ、そっちを向いていない、そういった場合の自治機能自治会の動き、そうい

った中での現場の苦労を教えていただければと思います。 

 

（総合危機管理監） 

たしかに避難指示を出しても逃げないというところはたしかにありますので、もど

かしさもあると言えばあります。住民の中には今までの経験や知識から独自のマニュ

アルを持ってくれていて、今のところは人的災害も出てなくて上手い事言っているの

かなと思うところもあります。 

 

（会 長） 

他にどうでしょうか。さらにどうしてもと言うべきことがあればお聞きします。 

よろしいでしょうか。それでは貴重なお話ありがとうございました。 

   

（会 長） 

  続いて、公共交通についてヒアリングを行いたいと思います。 
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（企画振興部長） 

  企画振興部、宮崎でございます。よろしくお願いします。経営報告書７４ページ、７

５ページをお願いします。 

「４－２－２ 公共交通 身近なバスや鉄道に愛着を持ちみんなで支える」では、

自家用車依存型社会の定着化と人口減少に伴い、利用者が減少している伊賀市内の

公共交通について、2025 年問題も視野に入れながら、市民の方々にマイバス・マイ

レール意識、こういったものを持っていただき、より多くの方々に乗降いただくこ

とで持続可能な交通サービスを維持していくことを事業の目標に据えているところ

です。そのため、主な取組みとして、「地域バス交通確保維持事業」「鉄道網整備促

進事業」「伊賀線活性化促進事業」の３事業について取組みを行いました。具体的な

内容については、資料の３０ページから３８ページにかけて書いておりますが、簡

単に申し上げますと、「地域バス交通確保維持事業」では、平成 28 年 10 月 15 日か

ら 11 月 20 日にかけて、廃止代替バス、行政バスの全路線において、平日及び休日

の全曜日の乗り込み実態調査、利用者からのヒアリング調査を実施し、伊賀市地域

公共交通網整備計画（法定協議会：地域公共交通活性化再生協議会）に掲げている

公共交通ネットワークの形成に向けた市内バス路線の再編に向けた資料収集を実施

いたしました。この収集資料を活かしたバス路線の再構築は、現在運行改善案を検

討しておりまして、30 年度の改善実施を目指しているところです。 

  また、交通不便地域の解消や、より地域住民のニーズに沿ったバス運行を目的と

して、地域が運行主体となって取り組む「地域運行バスガイドライン」（案）の作成

を進めたところです。このガイドライン（案）については、間もなく（案）が取れ

て、地域説明会等を予定しているところです。 

  それから「鉄道網整備促進事業」では、市内の公共交通軸となっている近鉄大阪

線、伊賀線、ＪＲ関西本線、ＪＲ草津線の４路線のうち、ＪＲ関西本線、ＪＲ草津

線について、電化や複線化整備、駅施設改修など、関係自治体、関係団体と連携し

ながら、要望活動等を行うと共に、乗降客を増やすべく利便性の向上に取り組んで

きました。具体的には、ＪＲ柘植駅及び伊賀上野駅に多言語案内誘導サインを設置

したほか、佐那具駅のトイレ改修工事の設計を終えました。また、活動の成果とし

て、柘植駅のトイレ改修整備が行われました。本年度については、佐那具駅のトイ

レ改修工事、来年春には柘植駅にＩＣＯＫＡなどの交通系ＩＣカード利用が導入さ

れる見込みとなっています。 

  「伊賀線活性化促進事業」では、当市を南北に縦断する交通軸である伊賀線の維

持存続を目指して、鉄道事業再構築計画を策定し、国の認可を受けました。そして、
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伊賀市を第３種鉄道事業者、伊賀鉄道を第２種鉄道事業者とする公有民営化による

伊賀線の運行が本年４月１日より開始されました。また、伊賀線の利用促進を図る

ため、四十九駅の新設に向けた取り組みを進め、28年度で設計を終えました。現在、

工事に着手しており、来年３月には完成の予定です。 

  チェックの部分です。指標１の市内バス年間利用者数では、Ｈ２８年度の実績は、

Ｈ２７年度の実績値より 6.1％（42,596 人）減少しており、営業路線バスで約２万

人、廃止代替バスで約 1 万人、行政バスで約１万人の減少となっています。また、

指標２の市内鉄道駅年間利用者数でも、Ｈ２７年度に比べ、約 8 万 1 千人あまり減

少しており、指標１、２とも目標値を達成できていません。 

  まちづくりアンケートの結果においては、市民満足度 15.4％（47 政策中 32 位）、

重要度 16.6％（47 政策中 7 位）（市民参画度が 25.93％（23 位））となっており、重

要度が７位でありながら満足度が 32 位となっているのは、バスや電車では、乗り継

ぎを繰り返して目的地に行かねばならないこと、また、最寄のバス停や駅まで行く

こと自体に不便さや困難さを感じることなどから、自家用車の利便性と比較して、

不便に感じるということが大きな要因であると思っています。とは言っても、今後

益々高齢者世帯や独居老人が増加する中にあって、公共交通は、通院や買い物など

生活を支える手段であることから、これらをより利用者のニーズに合せたものとし、

持続可能な交通手段を構築していく必要があります。 

そのため、「地域バス交通確保維持事業」では、特に交通不便地を中心として、地

域住民が自分たちでより地域のニーズにあったバス運行を実施する形の「地域運行

バス」の導入に取り組んでいくこととしています。また、これらを鉄道や基幹バス

につなげるため、乗り継ぎの円滑化などへの取り組みも進めていく必要があると思

っているところでございます。 

  「鉄道網整備促進事業」「伊賀線活性化促進事業」では、何といっても利用者の増

が欠かせないところであり、自分たちの鉄道は自分たちで守るというマイレール意

識の高揚、観光事業等との連携や乗車拡大を目的としたイベント列車の企画などの

取り組みと、利用しやすい環境づくりを更にすすめていく必要があると考えている

ところです。以上でございます。 

 

（会 長） 

では、委員の皆様からの質疑をいただければと思います。 

（委 員） 

伊賀鉄道についてお尋ねさせていただきます。伊賀市は、経営に参画する以上、伊賀
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市民への負債が非常に気にかかります。いろいろ経営努力をされているようですが、経

営損益が赤字の状態ですよね。行政は責任に見合う経営戦略があるのでしょうか。黒字

化へのプロセスを具体的にお尋ねします。それとサポーター組織、いわゆる鉄道友の会

は十分活動されていると思います。公共交通の重要性と利用実態。その展望もお示しい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

（交通政策課長） 

  まず一つめ、この４月１日から公有民営化ということで、まず、運営の会社が変わり

ました。まず、購入ということで、伊賀線がこれまでと違って、いわゆるインフラとい

う位置づけで、守っていこうということです。これは、まあ公共がやる道路、橋、そう

いったものと同じように、伊賀線の軌道であったり、車両であったりを、これまでのよ

うに守っていこうということです。で、今後の経営的な戦略はあるのか、ということで

すけども、これは勿論運営会社である伊賀鉄道さんと共に、少なくとも運営会社の収支

を改善していくということは、必須でございますので、これについては、この３月に国

の方から鉄道事業再構築実施計画というものを認定いただきましたので、今後１０年間

で、計画では８年度目に黒字化していこう、いろんな努力をした中で、黒字に到達して

いこうということで双方が取り組もうということです。もう一つは、運営会社さんと行

政とのかかわりというところでは、伊賀鉄道さんの方へ、市の方からこれまで出資額が

非常に少なかったのですが、２５％まで増資をさせていただいて、同時に取締役も派遣

して、伊賀鉄道さんへの取り組みということで、この４月から伊賀線に対する運営にか

かわっているものです。 

友の会、サポーター組織のことにつきましては、市の方で直接ということではないの

ですが、伊賀線、伊賀鉄道友の会というのが、鉄道に熱い方々で組織されておりまして、

イベント列車の運行でありますとか、５月開催される伊賀線祭りの大きなイベントの主

体でありますとか、いわゆる伊賀線を盛り上げていこう、ということで活動していただ

いております。個人会員さんとか、団体の会員とかで組織されていまして、これもます

ます輪が広がればいいなと思っております。それと沿線がですね、各種団体、行政も含

めてですが、伊賀で活性化協議会というのがあります。こちらについては、そのほかの

ものと、また趣向がちがいますけれども、伊賀線をまちづくりに生かして行こうという

ような取り組み、具体的には、子どもさんの絵画を飾るギャラリー列車の運行であると

か、数々の利用促進、昨年は開業１００周年ということで、１００周年のころの写真と

かを展示したというものです。そういうことです。 

（委 員） 

  ８年後、黒字化を目指すということですけども、もうちょっと具体的にその黒字化に

なるような取り組みの内容を説明願います。 

（交通政策課長） 

  具体的な取り組みですか。再構築実施計画の中では、通勤の利用者を増やすとか、定

期外のお客さんを増やすとか、という取り組みを伊賀鉄道さんとともに、知恵を絞って
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やっていきます。通学定期については、少子化の傾向というのは、暫く止まらないと思

いますので、それをいかに無くすか、というところもあろうかと思います。あとは安全

を優先した中で、コストをいかに削減するかいうような両面で勘案した中でいかにして

いくかだと思います。 

（委 員） 

  地域運行バス導入ガイドラインということで、今、立てられたみたいなんですけども、

伊賀線にしてもですね、昔は、今もそうですが比自岐が、地域の運行バスを通勤の時な

どにして、今も続いてみえると思うのですね。そういったものを、地域でしていこうと

いう取り組みかなと思ったのですが、伊賀線にしても、乗ってもらうまでの伊賀線の駅

からその在所の地域まで、ある程度の距離がありますし、それを進めていかないと、そ

れと現在バスについても行政バスが走っていない、三重交通のバスが走っていないとこ

ろも結構たくさんありますので、ここの土地には、絶対必要なものだと思うのですが、

今、どこかしていただこうという地域は、考えてみえるのかどうか。 

（交通政策課長） 

  具体的には、その取り組みをしようとしているところがあるのかということですね。 

 ガイドラインについては、今まだ策定作業中でございまして、すでにそのガイドライン

を策定する中で、市内の各地域自治協単位で、先程の説明にもございましたが、地域公

共交通の活性化再生協議会というのがございまして、交通全般について審議をする協議

会なのですけども、その協議会の下部組織に各支所単位に地域部会というのがございま

して、そこには、各自治協の代表さんも入っていただいているのですが、その方々も入

った中で、中味の検討をいただいておりましたので、中味自体はよくよくご存知いただ

いている中では、地域課題として、ぜひうちの地域でも考えたいというところが、やは

り出てきておりまして、まだ数はそんなに沢山ではなく、１件２件というようなところ

ですが、具体的にそれらの地域に諮ったところ、具体化していこうという地域もありま

すので、そこをモデル地域として、導入を図っていったらというところです。あと、他

の地域についても興味があるので是非話を聞かせてほしいというところもいくつかあり

ますので、制度自体は確立していませんが、地域と一緒にどういう仕組みがいいのか、

お互いに知恵を出しあっているところです。 

（委 員） 

  ぜひ進めて行ってもらいたいんですけども、その車の大きさとかですね、それはその

地域によって多少違ってくると思うんですけども、実際に一番担っていただくのは、多

分運転をしていただく方ではないかなと思うのですよね。その人材というのを地域の中

で見つけられるのか、あるいは地域外からでも導入してもらえるのかどうか、それを行

政がもう少し中に入った形の中で、横断的にとか人件費のこととか、そうしたことは検

討していますか。 

（交通政策課長） 

  実際に地域の方とお話をする中では、そういったお願いといいますか、実際に今形は
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違いますけども、比自岐さんとか、一部美旗の地域運行バスがきじが台へはみ出ている

ことがございますので、そういった所の話を聞きながら、こういう形の方が持続可能な

形ではないでしょうかという提案等については話をさせていただいています。地域運行

バスの基本的なスタイルは、やはり安全の問題これをどういう方式を取るかが大切で、

運転についてはできるだけ事業者、交通事業者さんにお任せする形をお取りいただいた

方がいいのではないかということで、管理、絶対そうでないとというのではないのです

が、経費的なこともありますので、こちらとしてはそういう形をおすすめしているとい

うところです。 

（企画振興部長） 

  市としては、総経費の約８０％助成をして２０％は運賃と、もし運賃で賄えないので

あれば、自治会とか自治協議会等がご負担いただけるというような認識が一応検討をし

ています。 

（委 員） 

  最初の車１台もこの８０％の中に入っているのですね。 

（企画振興部長） 

  それとはまた別の助成とかです。また運行業者さんに頼みますと、バス自体も一緒に

合わせて持ってくるということもありますので。 

（交通政策課長） 

  事業者さんにお願いできる最大のメリットは、そういう車の手配はまずいらない。運

転手さんの確保も、運行管理とかもお任せできるというところですで。そういう専門的

な部分は、やっぱり専門家に任せて、あとはいかに地域でマイバス意識を高めて、それ

を利用して地域づくりに活かすかというところに取り組んでいただきたいと思います。 

（委 員） 

  伊賀線の８年目に黒字化という話ですけれども、利用者数の増の計画のようですが運

賃改定はしないのですか。 

（交通政策課長） 

  今のところは考えていません。消費税の引き上げに伴うものはあります。運賃改定を

前提に計画を立てていませんので。運賃改定はありません。 

（企画振興部長） 

  今のところは。 

市民皆さんのマイレール意識がもっと上がってきて、絶対自分達で支えなくちゃとい

うような思いが必要だと思います。 

（委 員） 

  要望的なお話になってしまって恐縮です。やはりこのチェックとアクションの欄を見

ていますと、バスの条項、鉄道の条項、この課題について、地域バスそれから主に JR、

それから伊賀線と三つに分かれています。あと議会、法定協議会でもご議論いただいて

ると思いますが、やはりウインウインの関係で、先程からお話が出ていますが、鉄道だ
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け、バスだけではかなり難しいので、実際には鉄道を中心として、バスとの２次交通、

これらが連携を良くしていくことが、双方の利用者増につながると思いますので、行政

の面的なお力で、今の状態では、ちょっとなかなか現実は厳しいと思いますので、バス

路線それからこれからの時刻の計画変更ですね、鉄道の大変更も、場合によっては、し

なくてはいけないと思いますが、地域交通、バス、鉄道と一体的にしていただきたいと

お願いしたいと思います。スローアクションのように思いますので、もうちょっと急い

でいただくようお願いします。 

（交通政策課長） 

  事業ごとにちょっと分かれてしまっているのが、少し残念だと思うのですが、マスタ

ープランの中ではネットワークというものを重視して、実際にその施策がまだ追いつい

ていない点がございますけども、バス路線再編とかそういったところでは、常に地域交

通と幹線交通との接続というようなところを常に念頭に考えています。 

（委 員） 

  マスタープランで、そちらの方をかなり熱を入れてお書きになっているのに、こちら

の方はちょっと分割になっているので。 

（企画振興部長） 

  ちょっと事業ごとに書いてしまっているので。 

（委 員） 

  伊賀線がいろんな今イベントに取り組んでいるということで、その時の一時的なお客

さん、利用客を増やしているという状態に見えるのです。イベント列車の取り組みが、

どのように行われているかというのも市民の方には、広報とか広報の伊賀線だより等に

書かせてはいただいておりますが、全体的な市民に行き渡っていないから、イベント列

車があることも知らない人もいるのではないのかなと思いますので、そのような情報と

いうのは、もっと判りやすいもので市民に流していただきたいと思います。まだまだ PR

しているといっても、伊賀線について、電車の中がこんなに綺麗になってますよ、とか

知らない市民が沢山いると思います。まだまだそういうふうなことを広く市民に知らせ

る方法を検討していただきたいかなと思いますし、また伊賀線がイベント列車だけでは

なくて、観光の案内ができる観光のひとつの施設にするために、やはり今の伊賀線の外

観は忍者列車でインパクトがありますけども、ただ外側に貼りつけただけで、中には、

そんなにインパクトがなくて、ただの電車の中味の箱で、いろいろしてありますが子ど

もにとっては興味がない。やっぱりイベントとかも大事かも知れませんが、その列車に

乗ったらどういうふうな魅力があって、メリットがあるのだろう、伊賀市に行くのが楽

しみになるような施策というのを今後考えていただいたらなと思います。広く観光客を

呼びよせる一つの手段としての、観光案内もしてくれる忍者列車、少しでも集客ができ

て、伊賀線に乗る人も増えてくるような、８年後に大きな黒字になるようにということ

の一環として、もっといろいろな工夫を、市民も巻き込んで、どういうふうなことをし

たらいいのかというような施策を考えていただけたらと思います。まだまだそういうふ
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うな話は市民には行き渡っていないって思います。 

（会 長） 

  関連して、私もここで言わせていただきたいのですが、今度のこの再生計画は、愛着

を持って皆でささえようという施策の方向性を謳われたというのは、これすごくいいな

と思って拝見しました。まちづくりアンケートで、結果ご紹介があったんですけども、

市民参画度が２５．９％、これ中間値なのですが、行政の施策にはそもそも、参加にな

じまないようなものもあって、その中で見ると皆で支えようという理念を謳われている

施策の中では、かなり低い方というふうな評価が可能なんじゃないかと思うのですね。

市民参角度について、まだまだ機会が足りないというのは、行政の方からの働きかけが

足りないという、市民の皆さんからのメッセージではないかと思うのですが、今回のチｪ

ックやアクション、まちづくりアンケートでの市民アンケートの低さというか、そこを

どういうふうに捕らえて、今後の事業にどう検討されているかというところをお伺いし

たいのですが。 

（企画振興部長） 

  伊賀鉄道の沿線の皆様方、駅の最寄のところというのは、伊賀鉄道を支えるというと

ころについては、一定の理解と参画という意識は得ているのですが、伊賀が広くてです

ね、伊賀鉄からかなり距離が離れているところが結構あるのです。そこの方々に例えば、

JR の近くに住んでおられる方と JR と伊賀線の連携、市長さんもよく言ってくれるので

すが、伊賀鉄の電車をそのまま津駅に持っていけないのかとか、そういった発想もして

いただくわけですけど、先程、委員さんもおっしゃっておられましたが、交通のネット

ワークとしての意識、そういうところからまだ皆さんに持っていっていただけていない

のと、行政バスが不便だと、行政バスを使って、JR を使って市民病院へ行こうとしたら、

どこどこの駅で１時間待たなくてはいけないとか、不便さの声ばかりが聞こえてきます。

現在そういうネットワーク、より利便性を高めるためにやっているのと、本当に地域ニ

ーズに対応しようと、交通弱者の方には通院だとか、買い物、それからもう一つは、学

校への通学、この３つが大きな柱になっていると思うのですが、そのあたりの時間をう

まく接続したネットワークができないかなと。現在、乗り込みアンケートも行っていた

だきましたので、ネットワークによる、その意識のネットワーク化というのも、合わせ

てもうちょっと意識が強くなったらと、自分らの乗ったバスが伊賀鉄にも繋がっている

し、JR にも繋がっているし、違う基幹系のバス路線にも繋がっているよという、そうい

う一体的な意識、そこをどうやって作っていくのか、そこのところが大事なのですが。 

（会 長） 

  ひととおりご意見が出たと思うのですが。はいお願いします。 

（委 員） 

  行政バスの乗り込み実態調査を毎日、昨日までですか、ずっと行っていただいて、市

民へのヒアリング等も行って調査をしていただいたということなんですけれども、その

市民がどこへ行くために、行政バスを利用しているとか、利用目的、また利用時間、病
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院へ行くのであれば、病院での待ち時間もあるから、１時間以上はほしいとか、そうい

うふうな時間とか、そういう調査とかもしていただいたのでしょうか。今ニーズにあっ

ていないということなんですけども、私、一回も行政バスというのに乗ったことがなか

ったので乗ってみたのですが、やはり、本当に人も乗っていないですし、不便ですし、

行政バスがあることを知らない市民も沢山おりますし。やはり乗ってみたら自分の目的

地に行こうと思いましても全然合わない。やはり乗り込み調査をしていただいた人は、

そのバス停とかそういうふうな調査もしていただいたことだと思いますが、実態という

のは、その利用者の目的に合わせてもらってあるものかどうかということについて、お

聞きしたいのですが。 

（交通政策課長） 

  昨年の前期に、我々も利用実態を掴もうということで、ご利用いただいた方にヒアリ

ングするという形で調査を行いました。個々のご利用の方、それぞれそのニーズと言っ

ても当然千差万別です。相対的にいえるのは、やはり今部長からも話をされていたよう

に、主にバスを使っていただいているのは買い物ツアー、一部通学の子どもさん方、大

別するとそのようになります。それに合わせた時間を中心にダイヤを組むということに

なるのですが、この傾向は乗り込み調査をするまでから、恐らくそうだろうと推計とし

てはもう持っていました。それを確認するということと、路線ごとに、やはりそれは一

様ではありませんので、この路線についてはこうだなというところをしっかり把握する

という調査をさせてもらいました。そのニーズ実態というのは、今話をさせていただい

たとおりです。やはり、もともと免許を持っておられない方、女性が圧倒的に多いので

すが、そういった方々がご利用いただいていて、ずっと経過を見てますと、その方々が

いずれ、バスを使われなくなる。高齢化がもっと進んでということになると、その次の

世代の方々はなかなかご利用いただけない。というのは、すでに免許を持っておられる

世代であってバスを利用しなくなる。そういう方々が、一定今、問題になっている高齢

者の交通事故の多発ということで、安心して免許返納して安全に移動できるようにする

のには、どうするかというところで、持続可能な交通手段、移動手段、これを確保する

ということが次の課題になってくるのかなと思っています。 

（委 員） 

  お願いがあるのですが、買い物に行くのには、今マックスバリューのバス等があって、

行政バスの利用がすごく少なくなってきています。お買い物バスが行ってくれますので、

本当に乗る人が少ないと行政バスの運転手さんも言ってました。やはり今高齢者にとっ

て一番必要なのは病院へ行くことなのです。病院へ、タクシーに乗ったりして行ってい

る人は、ほとんど時間があわない。行政バスの時間が合わないからというのがあります。

やはりそういった、今使っていない人の意見を聞いていただいて、どういうふうな時間

どういうふうな目的があって行程があるのか、使っていない方にこそ聞いていただく必

要があると思います。そういったことについてよろしくお願いします。 

（企画振興部長） 
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  それとですね、地域の人々の声を一番聞いて、運行の時間帯だとか、どこどこの病院

へ行くのに一番いい時間帯を皆で話し合って決めていっていただけるのが、地域運行バ

スですので。そいうことについては、施策が住民のニーズに一番近い運行の方法として

考えていけるのではないのかなと思います。 

（会 長） 

  ありがとうございます。時間も来ましたので公共交通はこの辺にしておきましようか。

ありがとうございます。 

 

（会 長） 

  では再開とさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。では、住民

自治ですね。 

（宮崎企画振興部長） 

経営報告書は、１００ページ、１０１ページになります。施策番号６－６－１住

民自治。住民自治活動が活発に行われるということで。今年の６月に第２次伊賀市

総合計画、第２次再生計画を策定いたしましたけれども、特に計画のテーマとしま

して、ガバナンスの確立ということを挙げておりまして、伊賀市自治基本条例の推

進、総合計画に基づくまちづくりの推進ということで力を入れております。そうい

う意味でこの施策も、非常に重点度の高い施策ということになります。当市が平成

１６年の合併と同時に自治基本条例を制定しまして、補完性の原則に基づくまちづ

くりをスタートさせたということでございますけれども、当市が掲げております人

が輝く、地域が輝く将来像を実現するために、今以上に市民はじめ、住民自治協議

会、あるいは自治会、市民団体など多様な主体が協働して地域づくりを行っていく

ということが非常に重要になってきておりまして、これをガバナンスというふうな

言葉であらわしているんですけれども、今回、総合計画の政策の中では、市民、地

域、行政側、それぞれの役割というものを列記をさせていただいております。この

ガバナンスの中核を担う組織というのが住民自治協議会ということに位置づけてお

りまして、住民自治活動の活性化を目指すのが、今回の６－２の施策ということに

なっております。この施策の中では、住民自治促進事業という事業と、自主交流促

進事業との２つの事業に取り組むこととしております。このＤｏの方では、ページ

では、３９ページから４６ページにそれぞれ細かい内容は書かせていただいている

ところでございます。住民自治促進事業では、各自治協議会単位で策定する地域ま

ちづくり計画の見直し、あるいは地域担当職員制度の導入、地域包括交付金制度、

地区市民センターへの指定管理者制度の導入などの検討推進、こういったことから、

住民自治活動の活性化を促進することとしておりまして、２８年度の方では、地域

まちづくり計画の進行管理マニュアルの策定、あるいは地域包括交付金の見直し交

付、人材育成のための研修会の開催、こういったことを行ったところでございます。

また、移住交流促進事業では人口減少に歯止めをかけ、地域衰退に対応するという



19 

 

ことで、地域社会の担い手となる多様な人材の確保を目的としまして、相談窓口の

ワンストップ化や伊賀市体験セミナーの開催、地域おこし協力隊による地域活性化

こういうことに取り組んできたところです。目標の達成状況でございますけれども、

指標１で、地域まちづくり計画を見直した協議会の数を挙げております。新市にな

って１０年以上が経過しまして、人口構造の変化あるいは、合併時になかった新た

な地域課題、こういったものも出てきており市の総合計画が見直される中で、冒頭

言いましたとおり、地域の役割というようなことにも位置づけておりますことから、

例えば男女共同参画にも対応するといったようなことにも、それぞれの地域で対応

していただかなければならないというようなところでございまして、そうしたこと

から、地域まちづくり計画の見直しということを目標として掲げております。２８

年度におきましては、２７年度より２自治協増加の２２の自治協ということにとど

まっているところでございます。指標２ですけれども自治相談業務の件数を掲げて

おります。２７年度に２０件にくらべて、３６４件と１８倍になりまして、平成３

２年度目標値の４００件に迫る勢いで増加をいたしました。これらは、この相談者、

２８年度の相談者のうち１３世帯３２人が伊賀市に実際に移住をされたところで

す。これらは、移住コンシェルジュの設置、東京、大阪での移住交流相談会の開催

などの効果によるものと考えております。まちづくりアンケート調査結果では、市

民満足度が３９．３％、８位。４７施策中８番目なんです。重要度は、逆に３．６％

ということで３３位というような結果でございまして、満足度は、比較的高いんで

すけれども重要度が非常に低い。こういうような結果になっております。財政が非

常に厳しい中にありまして地域内分権の推進が欠かせないというようなところであ

りますことから、住民自治による、まちづくりの重要性というところをもっと多く

の市民の方に理解いただく必要があるなというふうに感じているところでございま

す。今後の取り組みでございますけれども、住民自治促進事業では、市内で唯一、

自治協議会が設置しておられない八幡町地域におきまして、自治協議会へ設立を図

りたいと思っております。それから地域自治を積極的に進める意欲ある地域におき

まして、自治協議会や指定管理者となって地区市民センターを運営することができ

るようなモデル事業の実施に向けた取り組み、あるいは総合計画に地域の役割が明

記されましたことから、これらの役割を具体的に自分のところのまちづくり計画に

反映させた見直しを行っていただきたいなと感じているところです。また、新市建

設計画ですが合併後１０年と言っていたものが特例債が、１５年に延びましたので、

計画期間が３１年度まであるわけですけども、３１年度で新市建設計画が終了する

ということ。今まで、合併算定替えによる交付税の見直し等もあって財政的な優遇

措置があったのですが、３１年度でこれも終了いたしますものですから、今後の地

域包括交付金制度のあり方、こういうものも検討を進めていく必要があると考えて

おります。移住交流促進事業の方では、移住交流相談会の継続した開催、移住後の

サポート、移住者交流会、移住者同志の交流会の開催、移住者による市外への移住
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希望者へのＰＲ活動。内部にいる人間がいくら言ってもなかなか伝わらないのです

が、移住してきてくれた人が、伊賀市はこんないいところがあるよ、こんな悪いと

ころがあるよと言っていただくのが、一番説得力があるので、そういったことを通

して、新たな活力の存続とシビックプライド、伊賀はこれだけ移住者が沢山来るま

ちだよということを、県内でも移住者の入ってくる率は、非常に高いので、それぞ

れ市民にもシビックプライドの醸成を尊重いただきまして、人口減少あるいは、地

域活性化を目指して誇れる伊賀市、こういったものに早急に取り組んで行きたいと

いうふうに考えているところでございます。 

（会 長） 

ありがとうございます。では委員の皆様からの質疑応答にいたしましょう。 

（委 員） 

僕は、応募によって選ばれた者ですけども応募したきっかけは、伊賀市は、非常

に楽しみが多いところだと僕は思っているからです。この地域は、自治会活動やＮ

ＰＯ活動が活発です。それをうまく導けば、いくらでも活性化する地域だと思うん

ですよね。しかし、そこへ住民自治協議会が入るとなると少し難しいようです。充

て職で集まった役員さんが、固定観念が強く新しい考えにはちょっと抵抗がある。

地域を愛し伝統を守り、保守的なのはわかります。少し自分の地域を外からみて欲

しいなあと僕は思うのですよ。非常に魅力にあふれている地域がいっぱいあるから

です。自治協が中心となって、できたらコミュニティビジネスを興して、地域に雇

用生み活性化していってほしいと思うのですよ。できたらいくつか。行政はそのよ

うな団体を見逃さず、発展させていってもらいたいと思っています。行政の方のご

意見をお伺いしたいと思います。 

（地域づくり推進課長） 

委員おっしゃるようにですね、伊賀市には、市街地であったり農村地域であった

り山村地域であったり、本当にいろいろなところがございます。可能性もいろいろ

あふれていると思います。そんな中で住民自治協議会を中心として、取り組んでも

らうものといたしましては、やはりコミュニティビジネスにも興味を持たれまして、

地域の今後の先を見た財源確保とかの面とかも含めて、検討いただいているところ

が多々ございます。ただおっしゃるように、正直申し上げまして地域の格差が私、

この半年ぐらいの間いろいろ見させていただきましたが、本当に他市にも誇れるよ

うな自治協さんもいらっしゃいます。というのは、自治協の中で、先を見た考え方

をされて市が行う研修もございますが、自分らでお金を出して他市へ行ったり、そ

のコミュニティビジネス、これは本当に可能性があるのだろうかと、専門的知識を

持たれた先生からも、そういった方にも支援を受けましてですね、それを地域へ持

ち帰って核となっているのは自治協議会なんですけど、住民ひとりずつに知識を広

げていっている地域もございます。ただ、冒頭申し上げたように、特に市街地であ

ったり、住宅地等については、なかなかそこまでできないのが実状ですので、市と
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しましてはまずは地域内分権、それぞれの地域の方が中心となって、その地域を考

えていただくというのが本来ですが、まだそこまでいたっていないというのが理由

ですので、自治協議会が核になると思いますので、まずは、意識の醸成を行うこと

によってですね、地域へフィードバックしていって、地域の個々の意識を醸成して

いきたい、まずそこからやっていきたいと考えています。まずそう考えています。

またコミュニティビジネスにつきましても、市民活動補助金を市独自で設けまして、

エントリー制度で計画に対して補助金を与えるだけではなくて、県なり、国なりの

財源を取ってくるようなトライアル方式となっています。厳しい基準で計画をたて

ていただいて、提案していく企画力等を見るために、公開審査を行いまして、補助

金を出しています。お金だけでなくて、手法、企画力そういったことがどうしても

必要です。 

（委 員） 

差し支えなければ、その地域を教えていただけますか。 

（地域づくり推進課長） 

  今年度申請の地域名はすぐに出てこないのですが、昨年は、玉滝、布引、柘植で

す。それから地区共同というテーマもございまして、空き地、空き家の草刈などで

は、きじが台等です。また、３年目となる今年で終わりなのですが、ＪＡＬと提携

して、トレイルランを実施しています。トレイルランというのは、山間、山道を走

ったりするのですが、これはクールジャパンとして、三重県が行う観光事業で、Ｊ

ＡＬと提携してやっているのですが、山道の整備とか人材的な経費をいただきなが

らイベント等を行っているものです。 

（企画振興次長） 

今年は、丸柱地域です。この県国の補助金ですけども、農村、忍者の里の体験と

いうことで、今あるものをブラッシュアップするものです。 

（委 員） 

それは地域おこし隊とは別ですか。 

（地域づくり推進課長） 

別です。丸柱地域に入って体験型の農業であったり、地域おこし協力隊と一緒に

なって伊賀焼きの振興も行っていますので、そういったところでタイアップしなが

ら地域のことをやっているところです。 

（委員） 

せっかく本当にたくさんの事業をしてくださっているのですから、もう少しみん

なに情報を流していただきたいですね。 

（地域づくり推進課長） 

私どももいたらなくて申し訳ないのですが、いろいろなところにＰＲはさせてい

ただきたいなと思っています。 

（委 員） 
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  よろしいですか。今日、部長が冒頭で地域間格差のことに触れられました。果た

して住民の皆様が、境地というような視点に立っておられるかどうかです。行政の

方もそうですが。そういう意識を持っておられるのかどうか。広報充実を、これか

らも課長もおっしゃっていただいたのですが、具体的に自治意識を高めて住民の幸

せのために、地域をどのように運営していくか、地域格差のこともそうですが地域

格差がはげしい、特にその遅れているところをどうするか、専門職をどうするか考

えを踏まえて答えていただきたい。もう一つは、地域まちづくり計画、今回、見直

しですがお尋ねしたいのは、まちづくり計画は、どのようにしてできるのか教えて

ください。といいますのは、私先般、公立文化施設協会の研修会に行かせてもらい

ました。文化関係の団体だったのですが、そこで一つ、地域を巻き込んだイベント

をする際にどういうことに注意をすればいいのですか、ということで私が質問させ

ていただいたところ、地域にはその地域の課題がある。その課題と向き合わなくて

はならない。よそのお手本のまねごとでは一切なにも解決しない。それがそっくり

この地域まちづくり計画に当てはまるのではないか、私はそう考えさせていただい

ております。地域には、地域の伝統文化産業がある。いろいろな淘汰がある。人が

寄り合い、その課題と向き合っているのか。課題といっても、３年先、１０年先、

２０年先の課題と向き合って、みんなで真剣に議論しているのか。そこで積み上げ

られてきたものが反映されているのか。そこを知りたい。それでないとこの指標な

どは、そこの部分まで引っ張っているのかその２点を教えていただきたい。 

（企画振興部長） 

地域間格差が非常に大きい。それにともなって活動ガバナンスの共通意識がなか

なか定着しない。組織的課題というのが一つ持っていると思います。過去にも言い

ましたけれども、自治協の会長さんが１年ごとに替わられる。せっかく来ても、役

員さんの当番性のように１年ごとに変わっていく。こういった組織では、なかなか

継続して過去の課題を持って解決していこうという気にはなかなかなれない。従っ

てやはり今後の組織にはリーダーとなる核となる人材育成。これがまず急務だあろ

うというふうに思っております。そういうこともあって、連続講座を地域づくりの

ための連続講座、年５，６回ぐらい連続講座を開催して、リーダーの育成そういう

ところに努めているところです。それからどうしてもまだ昔風というか、行政依存

体質というのが抜けません。なんでも行政に持ってきたら解決できるていうような

ところなんですよね。困ったらすぐ行政へ要望する。そこの要望体質をですね、き

ちんと、これは自分達で解決することなんですよと、自分らでやってもらわないと、

いけませんよ。そういう基準というと変ですが、これだけは、自分たちの地域で賄

うところなんですというところをしっかりと示す。マニュアル化ではないですけど。 

（委 員） 

  それならそれで、住民さんの立ち位置をもう一度確認、自覚してもらう必要があ

る。自分たちはここまでやるから、あとは助けてくださいという。そのための指導
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育成はどうなっているのですか。 

（企画振興部長） 

  今までもそういう指導は、自治協さんとのかかわりの中では、やってきたと思う

のですけれども、どうしても一番最初に言いました組織的な部分に課題というのが

あるので、上野の住民自治協議会は実は現在の役員ではなくて、次の役員からは、

役員は３年間の任期にしましょうと決めていただいたのですが、まだ広すぎて、わ

からないような状況です。やはり一年交代にやっていく、当番性の役員、昔の自治

会的発想から、もともと特に上野地域なんかはもともと自治会というものがあって、

自治会連合会的なのが各地域にあって、それが母体となって、自治協議会というの

ができておりますので、年をとってきて当番的に当たった人から順番に上がってい

って、その地区から上がってきた区長さんの集まりの中から会長を選ぶという、そ

ういう体質で１年間で任期を終わって変わっていくという組織的な体質ですよね。 

（委 員） 

地域まちづくり計画ですね、それぞれの担当があったとしたら、そこに責任者を

置いたら、別の会長が何年で代わってもその責任体制は発生しないのではないのか。

そういう設定は難しい？ 

（地域づくり推進課長） 

部会制にはなっているのですが、部会長も当然代わってまいります。おっしゃっ

ていただくように長期的に計画、例えば１０年スパンでみていくとなると、最低で

も何年間はやっていくためには経営能力が当然必要となってまいります。毎年、代

わってるようでは、全てリセットされていて、そこまではいかないかもしれません

がというのが現状です。今言ったように全国的な課題として、今私ども総務省の住

民自治の推進のネットワーク会議、各市町、団体で作ってるものがございます。そ

の中に参加させていただいていても、やはり全国的にはそういう課題まずそれです

ね。ていうのがございますが、そうばかり言ってられないので、地域として、今は

１年２年だけで充て職だけでいっていくそれでいいのか、本当にそれでいいのか、

自分らでやっていくためには、何をしなくてはならないのか委員もおっしゃるよう

に、本当にこの方式がこれでいいのか、市民一人ひとりが認識をしなくてはならな

いということは、やはりそのためのアプローチとして、できるところからですけれ

ども、組織の意識の醸成をしなくてはならないそこから始まってまいると、そうい

うところを支援していきたいと考えています。 

（委員） 

今、将来を見据えての、住民自治を今まちづくり計画を見直してしていかなくて

はならないということで、細かく地域でこのまちづくりの計画を見直しているとこ

ろです。先ほどからもおっしゃっていただいてますように、これができての１００％

目標というのは、出来て当たり前のことであり目標値としてするのは、おかしいの

ではないのかなと思いました。このまちづくり計画は、先ほどからおっしゃってい



24 

 

ただいてますように、会長や役員が２年、３年で変わっていく。そしたら何をして

いったらいいのか。今まで市のことを見ながらしていくのだけではだめだから、そ

の計画の将来の目標を立ててしなさい、ということをおっしゃってくれていると思

うのですが、それにつきましてまちづくり計画管理シートを作成してそれで、目標

をたて、出来ているのかどうかを把握し将来を見据えて、精査していくというよう

なことを、２９年度から試行的にしてくださっています。地域でしていかなくては

ならないと、まちづくりの方で聞いたのですけども、やはりまちづくりに参加して

いる人たちというのはまだまだ若い人が少ないです。仕事辞めてからの人がほとん

どであって、進行管理シートの作成というのはすごく負担になってくるのではない

のかな、自分達でまちづくりの中でこういう経費を使いました、ああいう経費を使

いましたということをしているのですが、それをシート化するのはすごく難しいの

ではないのかなと思いました。また、見直しをしている中で、行政も活動を支援し

ていただくということで、人的にも、自治協の方にそういう人材を入れていただく、

地域ごとに問題が違うと思うのですが、例えば、公害問題とかがありました場合、

自分達の中の環境委員、会長たちだけでそこの企業に話していけない話を聞いて帰

ってくるだけになってますし、なかなかそこの地域に合った問題に対して、そうい

う専門の人を入れていただくとか、そういうふうなことが今後できるのかな、可能

なのかなというのも、お聞きしたいと思いました。 

（会 長） 

  大分論点が沢山ありまして、時間の関係もありますので、今ご意見いただいたこ

とすべて重要なことでもあったと思いますので、後日、詳細については、お答えを

いただくということにさせていただいて、今回チェックやアクションとの関係でお

聞きすると、とりわけ最初の質問、できて当たり前のことを目標に掲げるというの

はＰＤＣＡとの関係でどうだったのかということは、非常に今回のチョック、アク

ションに関係するような重要な論点だと思いますので、お答えはまずそこに限定い

ただいて、その他のご質問ご意見についてはまた後日ということでお願いします。 

（地域づくり推進課長） 

この指標ですね、ぱっと見てですね当たり前やなと思います。ただ本来の趣旨と

いうのは、先ほどもおっしゃられたように合併後１３年経っています。早いところ

では１６年１７年ぐらいからまちづくり計画を立てられて進められている。ただ実

態として、本来、日々経済情勢が非常に変わってまいります。地域性もあります。

人も変わってまいりますし。その課題というのは、どんどん、どこでも一緒なんで

すけども計画を見直していく。行程はそうなっています。ただ現実としては行われ

ていなかった。皆さん頭の中では目標とするものは変更してない。公表するべきも

のは変わっていない。というのが現状でございます。その中でやはりチェックして

いく、どれが出来てなくてどれが出来てない。チョックするためのチョックシート

でございます。それほど負担というか、うまくそれをすることによって計画がここ
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までできているのか、それを見直すためのことを入れることによって、すべて全部

が全部、まずは見直しをしていただいて、本来のあるべきシートの姿を示していた

だくための計画の変更という意味でございます。うまく伝わったかどうかですが。 

（企画振興部長） 

合併と同時に自治協を立ち上げて、それぞれのまちづくり計画を作ってくれまし

た。その時はまちづくり計画を作るということで、当初になかったものを作るとい

うことで、皆さんに集まっていただいて、それなりに地域のいろんなことを考えな

がら話し逢いをいただいて作っていただいたのですが、定款と同じ状態で一回作っ

てしまったら、あとずるずると見直しなしで来ていますので。それでは地域に活性

化というか力を与えることができない。もう一度、まちづくりというものについて、

話あう機会をもう一回しっかりやってよね。 

（委 員） 

  それなら、まちづくり計画の見直し数ではなくて、中味にしてもらったら。 

（企画振興部長） 

  よくわかります。 

（委 員） 

  中味ですね。昔から、今現在、人も変わり高齢化もしてきて変わってきている現

状の中で、どのようにしていかなければならないということを見直して考えなおす

という取り組みということですね。 

（委 員） 

移住についてなんですけども、移住促進をやられている自治体というのは、日本

に沢山あるんでしょうか。 

（地域づくり推進課長） 

沢山ございます。県内、全部、ほとんどしてないというのは、四日市とか、大都

市はあまり力を入れていないのです。 

（委 員） 

チェックなんですけど、２８分の１３ですか実績もおありなんでね、チェックの

指標としては相談件数ではなくて、実績値を採用されるお考えはないのでしょうか。 

（地域づくり推進課長） 

まずは着地するというのは結果でございます。やはり相談を沢山受けることによ

って実績を増やしていくという、２段階でというふうに考えております。まずは、

相談がないとですね、先ほど時間がなかったので申し上げなかったのですが、三重

県内でも、市として組織的に係りこういう係りを作ったというとこは、私ども伊賀

市が最初です。あと移住コンシェルジュを設置したのも初めてでございまして。移

住コンシェルジュは、生活から、住むところ、子どもの学校のこと。教育であった

り、仕事であったり。そういったところも相談にのっていただける。たまたま今回、

私たちのもとへ途中退職された方が入っておりますので、いろんな相談に対応でき
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るということで県内でもトップの実績となっております。去年、設定が最初どれく

らいになるかわからなかったので、今の実績でこの半年間を見ますと相談件数が３

００を超えております。倍近くになっています。指標の見直しについてはまたこれ

からと思っています。 

（委 員） 

私はもっと、これ１００になっていますけど、１００を超える実績があってもい

いと思うのです。実績のね、正直いいまして、相談があるのかどうかわからないの

に、こうしてセットしている。実績も予想以上にあったかもしれないとしても、堂々

と書いて、実績がリーズナブルなものに設定しても、２００％の実績があっても、

私はよかろうと思うのですよ。その辺は大いにもっと売り出されたらええと思いま

すけども。 

（企画振興部長） 

  実は、始めその３２年度の目標値２００だったんですよ。去年、もう３００にな

ったものですから。 

（委 員） 

  私はね、そこは２００でいいと思うのですよ。達成度２００％、３００％であっ

てもですね決して悪くはない。この評価総合シートがね、いずれも、どれを見ても

１００がアッパーでしょう。これ自体がそもそもどうなのかな。思った以上に成果

が出たというのも行政で言われても全然いいのではないでしょうか。 

（委 員） 

その指標の置き方について一言。例えば直感的に思ったのは、実績として２ケタ

の実績を一実績や、そういうものを来年、もし設定するとした場合にですね、多分

担当の方は下がることを懸念している。私は下がってもいいと思うのですよ。評価

というのはそういうものですよ。下がったらその中にある要因を分析すればよいの

です。そこに例えば移住の場合は、絶対、住民、あるいは受け入れ地域の勝手があ

る。それを希望にすることの方が最終成果に繋がると私は思いますので。恐れずに

設定していただきたいと思います。 

（委 員） 

前もって、これ気をつけて言わないといけないのですけれど、南海トラフとかね、

伊賀、災害に強い位置にあると思うのですよ。ですから将来例えばリニアもくる。

リニア伊賀に来るのではなくて亀山、近くでも来る。いろんなプラス要素があると

思いますので。その辺の移住で人口を増やしていくというのは、ものすごく市の活

性化には寄与するところが大きいと思いますのでね。その辺はもう実績で。計画プ

ラス相談プラス実績でね。 

（委 員） 

地域おこし協力隊のことなのですけども、ちょっと質問させていただきたいと思

います。来年度、募集したけどなかったということで、引き続き阿波と丸柱地域を
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していくというふうに書かれていただいてたんですけども、ちょっと中味、難しい

部分が結構あるような、取り組みにくい理由ということなのか、もう少し地域の人

にそれぞれの住民自治協に落としていただいたのかどうかわからないのですが、も

うちょっと取り組めるような状況の中で考えていっていただくと、募集したのだけ

れど、なかった。ではなくて、取り組んでいただけるような方策とか方法とか、そ

ういうことを、もうちょっと行政がせっかく助成金や補助金やらもらえる中で、で

きることがあると思うので、もう少し丁寧にしていただけたら。同じ地域ばっかり

しなくてもよいでしょうと思ったんですけど、その辺をもう少し詳しくお願いしま

す。 

（地域づくり推進課長） 

まず、地域おこし協力隊というのは毎年更新なんです。最大３年まで。３年の中

に、目的を持って住民自治協議会と連携しながらやっていくという形になってます。

今年については、１０月ぐらいから始まっており、ちょうど１年位の実績です。引

き続き来年もやるということで、他の地域につきましても先程から申し上げている

ようにいろんな地域があって、皆さんがそれぞれの地域の課題に対して取り組んで

いただいておりまして、その中で、地域おこし協力隊は、一つのツールなんですね。

そこからこられる風によって何か出来ないか、ということをもくろんでおって、自

治協で、一つの課題きっちりした課題、どんなことをやっていくの、まだ、ちょっ

とに詰まってないとかありまして、もうちょっと待つとかというところもありまし

て、私達、自治協さんにただ投げかけることだけではなくて、地域の自治協さんの

課題とか、支所が中心になって支援させていただく中で、例えば人を入れた方がい

いのじゃないのか、そういった方、普通の一般の方ですので特にスペシャルなスキ

ルを持たれている方は少ないので、そういうことも検討いただいておりますが、引

き続き必要があれば、どんどん入れていっていただければと考えています。 

（企画振興部長） 

こうした人が入って来ていただいて帰っていただいても、伊賀市のアピール、Ｐ

Ｒをしていただける。紀勢でしたか志摩の方でしたか。地域おこし協力隊が終わっ

て、３年経って任用終わって、そのまま住民になっていただいたという事例もあり

ますし。 

（企画振興部次長） 

全国で６割ぐらいが、そのまま。４割３割ぐらいが起業。そのパターンはいろい

ろです。 

（地域づくり推進課長） 

地域おこし協力隊というのは雇用方法が二つありまして、今みたいに市の職員と

して嘱託職員としていく場合、こちらは地域のマネジメントをする。今申し上げた

のは、例えば海産物を売っていくと利益が出るので、そういう場合、市の職員の直

接雇用です。その成功された事例として、よく目につくのは、サンマ寿司とかです。
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そういったものも、一つだと思います。そういった可能性も探っていきたいと思い

ます。 

（委 員） 

  是非ともね。 

（会 長） 

  住民自治の事に戻ってしまうのですけれど、今日、お話を伺っていて大分変わっ

てきたところがあるのですが、この紙だけを見せていただく限りということで言う

と、アクションの方が素朴すぎると思っていたのですね。これに対して基本事業の

方はかなり、まちづくり計画見直しをすべてのところでやるとか、地域担当職員を

置くとか、指定管理者導入とか、かなりの物が上がっていて、向こう５年の計画だ

と考えた時には、ちょっと遠くを見すぎじゃないかというような感想を持ったのと、

仮にこれ５年でやるのだとしたら、計画年度２年目で新規の立ち上げ支援を未だに

やっているというのでは、これ５年では到底このすべての事業をできないよねとい

うふうなことを思ったのですが、いろいろお話を伺っていて、実際、意外にもいろ

いろなことをされているということがわかってきたのですが、向こう５年の計画だ

ということと、計画２年度の見直しとしてどういう事業を検討されたのか、そこの

分、検討プロセスについてお話をいただいていいですか。 

（地域づくり推進課長） 

  例えばどんなことですか。 

（会 長） 

住民自治との関係で言うと、新規の設立支援のことだけしか。 

（企画振興部長） 

  課題としてね。そうですね。 

（会 長） 

今回はこの報告書ですか、これについて、私達が評価をするということでしたの

で、その基本事業を５年でやるという計画にして、計画２年度のアクションとして、

これではちょっと貧相だよねというような。 

（企画振興部長） 

  年度末には、書き込まれたものができます。 

（会 長） 

  実際には、詳細に書かれたものが私達の手元に配られでいるのでは。 

（企画振興部長） 

  いやいや、違います。あのう私達４月に人事異動で２人とも変わってきています。

温度差があります。年度末にはもう少し板についたようなものをもっと盛りだくさ

ん出させていただきます。 

（会 長） 

  では、次回のこの報告書は、もう少し実態に則したものを作っていただけるとい
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うことで。わかりました。よろしいでしょうか。先程の沢山ご意見いただいたこと

に対しては、後日回答をいただくということで。では、貴重なお話どうもありがと

うございました。 

 

 

 

（会 長） 

  お待たせいたしました。まずは、１０分程度ご説明をお願いいたします。 

（建設部長） 

  こんにちは。都市計画で適正な土地利用により、町の魅力を高める。この施策に

ついてでございます。この施策につきましては、建設部の都市計画課で行っている

ものになります。また、このシートをご覧いただきまして、目的達成のための前年

度の主な取り組みというところで、３つの基本事業を記載させていただいておりま

して、まず一番目のコンパクトシティープラスメトロの推進事業でございますが、

これは、伊賀市都市マスタープランで位置付けを行っております、上野市街地とそ

の周辺を広域的拠点とし、交通結節点や各地域の日常生活の中心拠点である各支所

周辺を地域拠点として位置付けを行い、これらを公共交通等で結ぶことにより、住

みよさが実感できる効率的で持続可能な多核連携型の都市構成を目指すこととなっ

ております。このため、未だ合併前の都市計画区域となっています上野、伊賀、阿

山、青山、この４つの都市計画区域を統合いたしまして、一つの都市計画区域とし

て設定するとともに、線引きを見直して、全市統一した土地利用管理手法について

条例で行うということで制度設計を進めてまいりました。その内容につきましては、

何をどうしたと、ここで条例をつけさせていただいておりますが、都市計画区域の

再編というのは、国の同意を得て、三重県が都市計画決定を行うものでございます。

この県、国と協議を進めてまいりました結果、昨年、平成２８年の１１月２１日に

正式に法手続きに入ったため、市も再編のための土地利用条例の制定に向けて地域

説明会を行ってまいりました。その結果、この９月議会で伊賀市の適正な土地利用

に関する条例が可決されましたので、来年４月１日からのこの条例の施行に向けま

して、ただいま準備を行っているところでございます。 

  次の都市施設整備についてでございますが、市街地における街路整備や、公園等

の都市施設の整備を計画的に都市計画課では行っております。この公園施設につき

ましては、維持管理費の縮減のため、重点的、効率的な維持管理と、公園施設長寿

命化計画に基づき施設の更新を行っているところでございます。その昨年度の内容

でございますが、備考欄記載のように、街路につきましては、これは三重県下等で

行っている事業でございますが、服部橋新都市線の大関食堂から白鳳高校までの間、

この間の事業認可が昨年９月に得られまして、本格的にこの事業に着手していただ

きました。また公園施設につきましては、公園長寿命化計画に基づきまして、施設
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の更新を行って、昨年は６つの公園の遊具の更新を行いました。最後に、３つ目の

良好な景観形成の促進ということでございますが、景観を伊賀市の魅力の一つとし

て活用するため、自然風景や、城下町の伝統・風格を活かした魅力ある景観形成を

目指すために、伊賀市景観計画に基づいて、都市計画課の方で指導を行っていると

ころです。昨年度の内容につきましては、特に歴史的風致維持向上計画で、重点区

域と指定されました島ヶ原と阿保の各地域について、今後良好な景観を保全してい

くため、地区の方々と協議を始めたところでございます。また伊賀市景観計画に基

づく届出に対しましては、適切な指導を行っており、城下町重点風景地区に対して

は、ふるさと風景づくり助成金を交付するとともに、市民等に対して景観の保全、

形成に関する啓発を進めているところでございます。簡単ではございますが、この

三つの施策の内容は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

（会 長） 

  委員の皆様から、質疑等をお出しください。いかがでしょうか。 

（委 員） 

調整区域のやっと見直し、もう長年の希望がやっと見えてきたかなというふうに、

条例の中味を見せてもらったのですけども、この説明というか中味について、市民

に対してね、市民センターごとに説明されていたというふうな話を聞いたのですが、

それに行かない人も結構みえると思います。行かれる方は区長さんとか、それに関

係する人とかになると思うんです。それ以外の人達にも広報等で何かの媒体使って

ですね、しっかりとこう説明してもらえるとか、ちらっと見せてもらったけれど、

住民自治協の方で何かまとまったら何かしてもらえるみたいな感じになるのでしょ

うか。ちらっと見ただけなので、それをしてもらうには、かなりハードルも高くな

るのかどうかなということもあって、その辺の市民の人に対する説明を、どういう

ふうに考えてくれているのでしょうか。 

（総務部次長） 

  基本的にですね、まだ半年間ございますので、最終的にはパブリックコメントな

り、知事認可する前に折込で全戸配布をしたこともありまして、同様に最終的には、

市民周知をねらいますが、なかなかそれでは行き届きません。そんなに何枚も入れ

れませんので、ザクッとしたある程度概要、伊賀市はこういうふうに条例を作って

線引き区分の廃止しと、区域統合４つの都市計画の区域区分を見直して、一つにし

ました、そういうチラシを差し込んで、全戸配布しないといけないなと思っており

ます。２点目は業者さんですよね。宅建業者とか、もう一度４月からスタートする

にあたっての手順、事前相談も勿論必要になってくる関係もございますので、どう

いった手順で進めていくのか、宅建業者さん含めて説明に上がりたいな。また、三

重県さんの方でも、市内だけではなくてそういう区域区分、伊賀市、変わったよと

いうこと、ホームページに上げていただけるしていただいておりまして、可能な限

りそういったことを来年４月に向けてしていきたい。 
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（委 員） 

自分の土地を調整区域から外してほしいとか。個人でもできるの。 

（建設部次長） 

現在のこの区域区分のような市街化区域、調整区域とう言い方もなくなります。

すべて市街化区域、調整区域という言い方をしません。線引きすべて廃止になった

ら全て不線引きになりますので、不線引きの状態であれば、ある意味言い方が悪い

ですが、何でも出来ます。伊賀市の方でまちづくりコントロール出来ませんので、

今回６月議会で通していただいた、自分のまちは自分の条例でコントロール、管理

していくというのがその条例ですので、今まで言っております調整区域、市街化区

域の意味あいがなくなってきます。府中であっても、府中は市街化区域内であって

も農地があるじゃないかということ、その辺りも県からいろいろ言われてましたけ

ども、そういう市街化区域内の農地という言い方もありませんので。 

（委 員） 

  ようわからんですけど、そういうふうにわかりやすく説明を。 

（建設部次長） 

総論を言っていても、やはり相談に見えるのは各論ということでこられますので。

業者さん連れて、こういう事業したいんだけどもこの場所でできますかということ

で、事前相談を今度の４月に向けてどしどし来られると思うのですよ。私どもとし

ては、今のメンバーでできるのかなと、場合によっては増員してスキルのある人間

を寄せてこないと、なかなか事前相談をさばいていけなくなるのかな、などとちょ

っと気にはしてるんです。しっかりと伝えていきたいなと。 

（委 員） 

都市再生についてお尋ねします。合併後、広い面積になりましたよね。しかし伊

賀と言えば上野。僕は最初にここへ来た時に、上野の市街地を見てすごくいい部分

と、がっかりした部分が非常にはっきりしました。本当に観光都市上野、観光客に

優しいまち、外国人にも優しいまち、今は特に忍者なんかは世界的に人気ですから。

そういうのを目指していってほしいな。カラー舗装とか、古民家とか、歩行者天国

などありますけども、現状の空き地、空き家を逆にチャンスと捉えて、その再生ビ

ジョンに繋げていってほしいなと思うのです。都市再生こういうのは不動産屋とか、

専門家の力も借りて、勿論住民の理解も得て、熱意を持って取り組んでいっていた

だきたいと思うのですが、行政はどのように考えていますか。 

（建設部次長） 

まずですね、今回の条例で大きく変わったところは、あくまでも伊賀市は上野だ

けではございませんので、上野は十分大事なんですけども、やはり拠点区域、旧上

野市街地、柘植の柘植まち、阿山の支所周辺区域それを一つの拠点ととらまえて、

あくまでも合併の中で、上野が発展するのではなくて、それぞれの拠点地域もコミ

ュニティーをしつかり保持してやっていくと、多核連携型の都市構想と呼んでいる
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のですけども、それぞれの核をしっかり育てていく。その中で、今回の条例がどう

関係しているかというと、今、例えば既存集落の中に、農家住宅、分家住宅など新

規の人が入れなかった。住宅が建てられなかった。大阪からいっぱい来て、千歳に

家建てることが出来ません。今回はその既存集落でも白地雑種地とか、そういうと

ころに他の地域の方から新しい家が建てられる。勿論空き家であってもそこは来れ

ます。大きく変わったのは、そういう空きスペースに他の在所から来てですね、そ

こに新しい家が建てられるというのが、一つ大きく変わったところです。私達が狙

っているのは、これから人口が減ってきた時に離れたとこに家を建てたい、そこへ

下水をひっぱらなければならないし、水道も引かなければならない。新しいインフ

ラであれば、結局、市としてのインフラ投資が要ってくるわけですよね。離れたと

ころに住む。私どもは、人口が減ってきて、密集して、今あるインフラのところに

住んでいただくという形。コンパクトシティーをまずは基本大事にして、それで進

めて行くわけなんです。だから先程おっしゃられた伊賀市の中の旧上野市街地は、

核なんですけれども、そこも大事ですけれども支所周辺の既存集落、コミュニテイ

も核として育てていく。そこも大事にして。 

（委 員） 

もう一度言っていただきたいのですけども、市街地がどんどんどんどん空き家、

空き地になっていてもう見る影ないようなところもありますし、聞くところによる

とアライグマがよく出て困るとか、それからある程度まとまった５００坪ぐらいま

とまった空き地というかそういうところでないと、開発ができないとか。いろいろ

地元の方に聞くと、そういう規制があったりとか。僕ね、この伊賀市、上野はやっ

ぱり観光都市で、高山やないけども、あんな町を築いてほしいなと思う。できたら

車をシャットアウトして。そういうふうなところは、歩行者天国にして。伊賀へ来

て、観光で伊賀のいろんな名産なり物品がある。そういうものを買って持って帰っ

てほしいし。郷土の歴史もいっぱい知って帰ってほしいし。これね、市役所が向こ

うへ移転すると、ますます寂れてくるのではないですか。実際、僕は心配している

のです。これは祭りの時だけではなく、せめて休日ぐらいは歩行者天国になるよう

に、カラー舗装の部分を、例えば観光のためにという線引きを思い切って、すぐは

ダメと思うけどしてほしいと思うね。今のままにほっておくとダメになってしまう

よ。祭りだけになってしまう。是非ね、よそから来た人間として、せっかくいいも

のを衰退してほしくないなと思って、市内について特に言わせてもらいました。地

域が拠点の地域がすべてよくなる。これはもう最高ですわ。是非そうしていただき

たいただきたいけども、そんなにあちこちどっちつかずになってしまってはいけな

いから。ある程度の計画を建てて思い切ってやってほしいなと思うのですけど。 

（建設部長） 

大変いいご意見をいただいたと思ってます。旧の市街地に関しましては、まず、

やはりインフラ整備もしていかないと、人が急死してしまうということも懸念され
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ますので、下水道の整備等も考えていくと。これは空き家とか空き地をどう有効利

用していくか、もう市の施策として市全体で捕らえていかないといけない部分だと

思います。都市計画課として、建設部として考えているのもだんじりが通る道路な

んかも、カラー舗装もしたりもしてきました。中心市街地の方の事業でしたところ

なんですけれども。そいったことも道路の整備として、してもおりますし、都市計

画課としては、景観計画を作って今ある街並みをくずさないように、集中的にいま

ある古い街並みのあるところは残るようにと言っておりますので、景観計画の中で、

街並みの再生をできるようにということで、補助金等も出して道に面したところの

改修をする場合は、木をつかってくださいとか、瓦の見える面にして下さいとか、

こういった施策で事業も行っておりますので、そこを無くしていくということが無

いように、また街並みが無くなっていかないようにという観点でも、今しておりま

すので、市全体で施策を考えて、街並みが寂れていかないように、また、観光面が

クローズアップされて観光客が多く来るようにというところでも考えているところ

です。この市庁舎が四十九の方へ移転するというところで、やっぱり、ここの旧市

街地の賑わいが寂れてはならないのでということで、ここの賑わいを維持していく

にはどうしたらいいか、さらに賑わいを活性するにはどうしたらいいかということ

も、全庁的に捕らえて今考えているところですので、その辺は同じ課題、危機感を

持って進めてやっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

（山本総務部次長） 

よろしいですか。今のお話ですけれど、例えばいろんな横断的な分野だと思うの

ですよ。空き家対策人口減少社会における土地問題、非常に重要なこれからの問題

になってくると思いますし。そういったものについては、都市政策以外にも、住環

境という４－１－２で関連してたり、或いは、ご心配いただいている中心市街地に

ついては、また別の項目で６－３－１とかでそういった辺りで横断的に出てきます。

それを全部また横断的にやっていくのが、後ろに出てくる「ええやんかプロジェク

ト」になっておりますので。横断的にやっていこうというのが、今の市の取り組み

方でございますので、その辺ご理解というか、お許しをいただきたいと思います。 

（委 員） 

住民の声を深く聞いて、お願いしたいと思います。 

（会 長） 

  他にご発言をされたい方とか。よろしいですか。 

（委 員） 

細かいことで申し訳ないです。指標の設定は条例制定とお考えですか。そういう

ことでよろしいのですか。となると、これは目標値１００％で当たり前なのですが、

実績の９５％は何を根拠にされてるのですか。無かったらゼロが普通の考えなんで

すけども。 

（建設部長） 
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これは、条例の制定に向けて数年前からいろいろ議論してまして、去年は、いろ

いろ積み重なってきて、９５までいけたという表現なのですけれども。 

（委 員） 

できずにゼロ。ゼロか１００。ないものはセロでしょう。条例の制定に向けた取

り組みとすればこれでいいのでしょう。条例の制定で止めてあるから。 

（建設部長） 

条例制定への取り組みですね。 

（会 長） 

  はい、よろしくお願いします。 

（委 員） 

  指標の２番目の条例違反件数、このグラフはどう見るのでしょうか。 

（建設部次長） 

来期、新条例を運用していきましてですね、その条例には、罰則規定も書いてご

ざいますので新たにパトロール、市内そういう条例違反の物件はないかとパトロー

ル等もしましてですね、条例違反の数値を今後、追っていきたいなと。 

（委 員） 

今後、こういう評価条例が制定されれば出てくる。今のところは書きようがない。

ちょっとその言い方ですけども、違反を見つける、防止するのは、市民への周知と

かの度合いを見ているというふうに理解していいんですか。条例違反を未然に防ぐ

というのは、これは目標になるのですか。条例違反はあってはいけないことなので

すけれども、そういうのはやっぱり目標になるのですか。 

（建設部長） 

条例というのは、例えば大阪の開発業者が、伊賀市の条例を調べぬいてくればい

いですけども、伊賀市は非線引きだということを捕らえたら、白地という考え方な

んです。そうなれば、どこへでもなんでも開発に入ってこれるという考え方できま

すので、先に相談があったら、あれば、うちは、こういう条例を制定して土地利用

をコントロールしているのでこれに添ってくださいという指導をできるのですけれ

ども、大阪などから業者が突然家を建てだしたとか、そうなった場合は、何かで市

民からの通報なり、職員のパトロールで、見つけないとわからない部分ですので、

その条例違反がおこる可能性があるというのを心配して書いている。ですから、あ

ってはならないことなのですけども、大阪の業者は、伊賀市の条例を知らなかった

ということで行ってしまう可能性もありますので。 

（委 員） 

犯罪防止的なそういう目標設定にされているので、もうちょっとその夢のある設

定にされた方が。感想として。利用促進してよくしていくのが行政の役割だと思い

ますので。いい方が失礼で申し訳ないのですが。ただ難しいですよね。 

（会 長） 
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指標の話なのですが、全体に対して言えることだと思うのですが、そもそもＫＰ

Ｉとは、こういうものを言うのかなという疑問があって、ＫＰＩというのは、おそ

らく市がインプットしたものに対して、どれだけアウトプットや、アウトカムがあ

ったかというところの、アウトプット、アウトカムの方で測るものだと思うのです

が、これはどれだけ市がインプットしたかというものを表すものに過ぎなくて、こ

ういうものはＫＰＩとは言わないというものがあるのですが、いかがですか。 

（建設部次長） 

これ５年間で毎年３千万円で１億５千万でやっているのですが、それを１億円し

たから、どうなのかということなのです。 

（会 長） 

どれだけ進んだかってことはわかると思うのですけども、それによって、どうい

うことができるようになったかとか、そっちの方をお示しいただくことがＫＰＩで、

もう総合計画に書かれているので、見直しができるのかどうかわからないのですが、

もし可能であればちょっとお願いしたいのですが。 

（委 員） 

最後にお尋ねしたいことがあります。都市政策という項目で魅力を感じていたの

ですが、コンパクトシテイネットワーク多核連携型で、つまり近場で医療とか教育

とか福祉とか集約していこう、それとですね伊賀市がもともと持っているポテンシ

ャル、都市計画、都市づくりの用途との関連性がどうなっているのか、ちょっと答

えていただけたらと思うのですが。といいますのは最近、都市創造というのがずい

ぶん盛んなんですよ。土地のポテンシャルを活かして、その空間をいかにして利用

して魅力ある土地づくりをして、それが最終的には人口の増につなげる。それって

以外とそもそもの話なのですよ。これは恐らく私では、政策的な問題があるからと

思うのですが、そうした大きなものをマスタープラン等とどういうふうにリンクし

て、どういうふうにしていくのか、ちょっと教えていただきたいのですよ。 

（建設部次長） 

今回条例がリリースされましたけれども、全国的にこういった自主条例で、自分

の街を自分の条例で管理するというのも、全国３番目なのですよ。あまりにやられ

てないのですよ。私も夏場、長野県の安曇野市役所へ行ってきましたが、風景を見

ましたら、きちっと整然とされておりましたし、土地の動きもその条例によってか

なり増えてきた。活性化されてきたと聞いています。もう一つ、国の方が押し進め

ているのが参考資料の２１ページ。立地適正化計画、国交省がそれぞれの市町に、

可能なら作りなさいよと言ういい方なんですけど、国交省の考え方、私達が考えて

いること全く同じで、立地適正化計画を作ってくださいよ。何かといいますと、都

市機能誘導区域と居住誘導区域を各市町の方でエリアを決めなさいと。そういう考

えなんですね。私どもも、そういうことで旧上野の中でも、浸水の可能性のあると

ころ、そういったところを外した形で居住誘導区域はここですと。この居住誘導区
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域にこういった都市機能を積極的に都市機能誘導区域というのを指定するわけで

す。それをすることによって、国からの補助が優先的に来るという制度なんですけ

ども、優先的に国からは補助しましょう。支援しましょう。そういう計画を作りま

したら。それらを今回の条例と並行して作ってあるわけです。これからまた、４月

に向かって、公表というかホームページに上げますけれども、そういったことで居

住誘導区域と都市機能誘導区域を、国交省の言うてます立地適性化計画を策定して、

それに基づいてまちづくりを進めますということをすすめて行きたいと考えていま

す。 

（委 員） 

その中に例えば地域の他に誇るべきもの、そういう根本的なものを何か織り込ん

でいくことというのは、ぜんぜん視点が違うのですか。 

（建設部次長） 

都市計画は、あくまでもそういった進め方というか、まちづくりの外枠を埋めて

いく、中味の魅力のあるまちというのは、都市計画というよりは、伊賀市のまた別

の部署で考えていって、魅力を発展させていって、その枠づくりを都計がつくると

いう話ですので、こちらでこれですということではなくて、伊賀市の魅力というの

は、魅力があって、初めて人が来てくれますので、どういう手順を私どもが作って

いくかという話です。 

（委 員） 

どんなまちをつくていくかというのは、当然、各課で横断的にやるのものですね。

その入り口はきちんとやらないといけませんが。 

（建設部次長） 

考え方は全く同じです。コンパクトシティーということで、人口減少であったら、

コンパクトシティーということを国が言っておりますので、空洞化しないようにま

とまって進めなさいということで。新たな開発はないように。 

（会 長） 

委員の皆様、よろしければヒアリングは終了とさせていただきたいのですが。よ

ろしいですか。ありがとうございました。 

 

 

 

外部評価書の意見交換 

（岩崎会長） 

では、再開をしたいと思いますので。委員の皆様よろしくお願いします。 

再開させていただきたいと思います。 

これからの時間ですが、私の進行の不手際もあって予定の時間は、１６時半でし

たが近づいてまいりました。どんなに長くても、１７時までにはと思っているので
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すが、委員の皆様、１７時くらいまでよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

では、この外部評価書について、意見交換を進めてまいりたいと思いますが、冒

頭で申しましたように、チェックについての意見、アクションについての意見、自

由記述欄に関しましては、皆様に持ち帰っていただいて、今日の質疑等を踏まえて

記入して、これをお手元の封筒で、担当課の方までお送りいただきたいというふう

に思っております。ここからの時間は、一番下の施策評価に対する評価、４つある

うちのどれが、皆様からみて適切な評価だといえるか、ここ決めていただいて、こ

れはグループとして統一させてほしいということですので、グループとしての総意

で適切とするのか、概ね適切とするのか、やや見直し、見直しが必要とするのか、

ここについて決めてまいりたいと思います。各施策について、お一人ずつどう思わ

れるのか、どの評価を選択されたのかということと、その理由について、ひとこと

ずつご意見をいただく。そうような形で進めてまいりますが、もう少しその意見を

まとめるために、お時間をお取りした方がよろしければお取りしますが、いかがで

しょうか。もうよろしいですか。わかりました。では、今日ヒリングを行いました

順に沿って、まず危機管理、次、公共交通、次、住民自治、最後に都市政策、その

順序で外部施作評価に対する評価、市の評価が果たして適切な評価だといえるのか

どうかということについて皆様方から言葉をいただいてまいりたいと思います。 

（委 員） 

チェックの方で、安心防災ネットの登録が６，６００を目標値に上げてしていた

だいているということなんですけども、まちづくりのアンケートの少ないものとか

を、市民満足度が少ない、もうちょっと重要度が高くなればいいということもあり

ました。システムの登録が８１９人であるので、見直しをしてもらう必要があると

思います。今の情報だけでは、市民一人ひとりに行き渡っていないので、もうちょ

っと組織的な取り組みをしていただくことが必要かと思いますので。 

（会 長） 

やるべきことがアクションの方に十分反映されていないということで、見直しが

必要ということですね。はい、わかりました。次いかがでしょうか。 

（委 員） 

今日は、いろいろ説明回答を出していただきまして、やっぱり、一致して言える

ことは、チェックの指標が少し論点がずれているというか、的を得てないような部

分が多くてもっと見える化が必要ではないかなと。そういうご指摘が非常に気にな

りました。内容にとっては、それぞれ概ねやっていただいていると思うのですが、

一つひとつのプランに対する熱意というか、そういうものが伝わってこないな、第

１線プロとしてやってくれている職員さんですから、そこのところが垣間見えるも

のがいいなと思いました。ですから、僕の評価としては、どれも満足の行くものは、

あまりなかったです。すみません。 

（会 長） 
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はい。その中にも、見直しが必要、やや見なおしが必要と２段階ございますが、

そのうちでは、危機管理についてはどれでしようか。 

（委 員） 

ほぼ、やや見直しが必要かなというふうに思います。以上です。 

（会 長） 

ありがとうございました。続いて。 

（委 員） 

個別についてなんですね。結論から行くとやや見直しが必要とさせていただきた

いと思います。指標の設定に、本当に事業を推進する立場で、わかっていらっしゃ

るのかなというような設定の仕方が出てきて、ちょっと意外やったんですけど。冒

頭でいわれた自助の部分の進行状況の把握が出来てないのじゃないの、まさしくお

っしゃるとおりでして。ただ設定については、指標の設定、これから変わるかどう

か、また事務局からご回答いただくと思うのですけど。指標の設定の見直しという

よりも、全体のプランも含めて先程言われたように、満足度も低いという点もあり

ますことから、この危機管理につきましては、やや見直しという評価です。 

（会 長） 

  はい。続いて。 

（委 員） 

これは、チェックとアクションを一まとめにして評価するのですね。私はアクシ

ョンはいろいろ多岐に渡って書いてあって、お話を聞いた限り、ソフト、ハード面

とか、見せてもらっている限り、チェックの設定が、ちょっとまずいのではと思い

ます。これ４段階のどれかと言われたら、やや見直しです。指標については、会議

中にも申し上げましたけれど、本当にチェックの法則、定量化しやすいのはわかる

のですけど、それを以ってチェックにするのは、いかがなものかと思いました。 

（委 員） 

私も、災害などのまちづくりアンケートの結果で、市民満足度が低いということ

と、この前の台風５号ですね、新聞にもちょっと報道されていたんですけども、情

報伝達の手段がよくなくて、避難場所に行ったのに鍵が閉まっていたとか。避難所

づくりされていなかったとかですね。また、ＹＯＵでも、伊賀市の遅い対応、低い

危機意識が表れたというふうなことも報道されておりましたので、私もやや見直し

が必要ということで。 

（会 長） 

概ね、同意見、やや見直しが必要かな。ここは見直しが必要と評価していただい

た方がお一方、いらっしゃいましたけども、多くの方が、やや見直しが必要と考え

ておられる、その意見で集約が可能かなと思いますので、グループの評価として、

危機管理については、やや見直しが必要、総合の評価とさせていただきたいと思い

ます。 
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個別の意見については、冒頭にも申しましたように、皆様にチェック・アクショ

ン、自由記述欄について、ご記入いただいてお届けいただきたいと思います。基本

的には、その全体として、このグループの評価に沿うようなご意見中心に最後の評

価書かな、そこには、取りまとめさせていただきたいと思いますので、その点にも、

よろしくお願いいたします。 

（総務部次長） 

先程の指標の件で、事務局から後程説明ということでございましたんですけど、

その辺からちょっと説明させていただいてよろしいですか。指標の変更について。

一応ですねこの計画、第２次再生計画については、以前に、この審議会の方でも、

若干時間的なものもあったのかもわかりませんが、協議をいただきながら議会の方

へ提出させていただいた。この第２次再生計画の計画期間中は、すでに議決をいた

だいていて、この４年間の間で指標を見直すということはできないのです。申し訳

ないのですが。ただ、本日、ご意見を頂戴いたしましたので、独自に外部評価を受

けるで、独自にサブ的な指標を設定せよというようなご意見があったということで、

担当部署の方で検討をさせるということは、可能かなと思いますので、その辺総合

政策と詰めながら対応させていただくのが、今としては、精一杯の回答になってく

るのですが。その辺を総合政策から。 

（総合政策課長） 

この指標につきましては、ご存知のように第２次再生計画の指標と連動しており

まして、イコールになっております。ですので、この施策の指標を変えるというこ

とは、計画を変えることになってしまいますので、また皆様にご協議をいただいて、

どこが必要とか、いうことになってくるのですけれども、施策の評価ということは、

また別の話かなということでございますので、例えば指標補助といいますか、この

指標はあるのですけれども、また別の指標を設定するとかは、ありうるのかなと思

っていますので、また来年度に向けて、少しそういうことも検討させていただきた

いと思っています。 

（会 長） 

その検討の結果については、またこの審議会の中でも、お使いいただくというこ

とで。配慮をお願いしたいと思います。皆様方からいただくご意見としては、行政

としての出来る事、出来ない事にあまりとらわれることなく。自由にご意見を。 

（総合政策課長） 

そのご意見の中に、おっしゃっていただいたことも書いていただければ、うちの

方で、またいろいろ検討させていただきますので。 

（総務部次長） 

いわゆる来年度に向けての課題ということで。 

（委 員） 

ということはですね、このシートの①に目標の達成状況と結果分析についての意
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見という欄が、わざわざあるんですけども、これは、テーマを変えることができな

くて、この中の現状、資料ありきで、分析を書けとそういう意味ですか。 

（総合政策課長） 

基本的にはそうです。ただまあおっしゃっていただいたように、そもそも指標の

設定がどうなんだということがおありになるようでしたら、そこも書いてください。 

（委 員） 

今のご説明だとそれは変えられないので、この割り振りの中で、意見を書けとい

うふうにしか思えないのですけど。 

（総合政策課長） 

基本的には、そうなのですけれど。 

（委 員） 

質問よろしいですか。来年度もやると、また次の年度もあがってくる。そうした

ら指標は同じですよね。そこは、目をつぶってという話。補助指標を設けて。サブ

指標を設けてということですか。 

（総合政策課長） 

  そういうのも一つだと思いますので、評価が多いようでしたらどういう指標がい

いのかということも、ございますので、それはまた来年のその評価に向けてまた、

皆さんのご意見をいただきながら、考えていきたいと思います。 

（総務部次長） 

勿論、本日ご意見いただいた中にも、こういう指標はどうかというご意見も頂戴

していますので、それも含めて。評価していただけるような補助指標というものを

添付していきたい。それが、また、いつ皆様にお話できるのか。それも含めて。 

（会 長） 

ご案内しようとは思っていたのですが、宿題の方ですね、皆さんに外部評価書を

ご提出いただく際に、そもそもこの場で行う評価について、来年度、どういうやり

かたでやるともう少しこう身のある議論ができるかとか、どうやってＰＤＣＡ全体

について評価がしやすくなるか、そういったことについてもご意見いただこうと思

っていますので、指標の用い方などについて皆様にアイデアなどがあれば、それも

含めて今回ご意見をいただけたらと思っております。 

（事務局） 

  一番最後４枚目にある、その他という欄があります。ちょっと小さいのですが無

視していただいて、裏面でもいいのですが、そこは、そういうことを書いていただ

く欄になってますので。お願いします。 

（会 長） 

  繰り返しになりますが、外部評価というのは、行政目線ではなくて、市民の目線

からご意見いただくということですので、あまり行政にとって、出来ること、出来

ないこと、そういうことにあまりとらわれることなく、審議を始めていただくので
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いいんじゃないかと思います。それを行政に投げかけて、行政がどう受け止めるか

は、行政の問題でして。考えていただければと思っております。 

  では、続く施策、２番目としては公共交通についてご検討いただきました。これ

について皆様が、行政の行った評価に対して、これが適切だったかどうか。どうい

うふうにお考えになったかということについて、伺わせていただきたいと思います。 

（委 員） 

  公共交通について、行政バスとか、市内鉄道の指標としまして、利用者数が減少

しているということで、取り組んでいただいております。そこで、行政バスにつき

ましても、乗り込み調査を行っていただくなど検討をしていただいて、ニーズにあ

った運行改善をしていっていただいているとか、地域バスの運行に向けてそういう

ふうな取り組みも検討をしていっていただいているということで、市民が乗りやす

い効果的な交通サービスを提供していただければ、その状態を続けていただいて、

再編をしていっていただきたいと思います。伊賀鉄道につきましても、これにつけ

ては、まだまだ情報発信が少なすぎると思います。やはり、もっと情報発信をして

いただいて、市内市外におきましていろんなこの情報誌とか載せていただくときと

かも、この伊賀鉄道の情報発信どこへでもやはり、観光客を増やすという意味で、

もっともっとしなければならないのではないかと思いますので、もう少し直してい

ただいたらと思います。今の状態よりも、やはりいろんな検討をしていただいて、

行政バスについても、伊賀鉄道についても、集客ができるように取り組んでいただ

きたいと思いますので、やや見直しが必要かと思います。 

（会 長） 

ありがとうございました。では次お願いします。 

（委 員） 

今回の方からはバスの利用実態調査について、ちょっと説明不足というか、潜在

的な利用者の掘り起こしとか、いろいろありましたけども、もうちょっと実態に則

したものの調査が聞きたかったなと。そいうふうに言ってみえたような感じでした

が、伝わらなかった。それから伊賀鉄道の件なのですが、伊賀鉄道はやはり非常に

頭が痛いのですが、８年後の黒字ということで、僕はこれびっくりして聞いたので

すけども、果たしてそれのプロセスが大丈夫なのかと。もっと実際時間があれば、

突っ込んで聞きたかったんですけど。８年後に向けて今なにをするのか、来年何を

するのか、３年後何をするのか。本当に差し迫った問題であると僕は思うのです。

これがもう黒字化ならなくて、ずうっと赤字を引くようでしたら、伊賀市の財政に

ガンになるかと思うのですが。それぐらい危惧しているのですが。ちょっと伝わっ

てこなかったです。ですから評価は、やや見直しが必要ということです。 

（会 長） 

わかりました。はい。 

（委 員） 
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バスにつきましては、課長さんの方から去年利用者のヒアリングを行ったと聞き

ました。アンケートではなくて聞き取りにあたっているのですね。多分対面式で、

職員の方が当たっていると思うのです。そのご努力は評価にできると思います。な

かなか行政の方がそこまでやるのは、真剣にこの課題に向き合っている形だと私は

取りたいです。もう一つは、公共交通で情報発信によって、乗車することが目的と

なるような、観光資源としての伊賀鉄道としての役割と位置付けておる割りには、

全体の説明時間が不足した中での質問でしたので、具体的なプランであったり、こ

ういう仕掛けをするのだという話が聞けるものかな思っていたのですが、ちょっと

説明がそこまでいたらなかったのが、聞けなかったということで、差し引きして、

おおむね適切ということで。 

（会 長） 

はい。 

（委 員） 

目標達成のチェックについて、指標はまあこれで定量化ぐらいかなと思います。

人口減少社会の中、モータリゼーション、まだまだ道路整備も伊賀市の中で進展す

る中で、実態はこんなものなのかなと思いますけども、今後、アクションが大切な

んですけども、会議の中でも申しましたが、本当は公共交通全体としての取り組み

を強調してここに記載してほしかったな。実際は、でもマスタープランではあるし、

取り組みは実際されているし、表現方法がちょっとということで、方向性は間違い

ではないと思いますし、あとは、どれだけ実行できるかということになりますので、

現時点では、おおむね適切かなということになるかと思います。 

（委 員） 

市民の中から、空気を運んでいるという行政バスの声をよく聞かせていただいて

いますので、地域の住民の人達の声とか、利用者の方々の声をもっと聞いていただ

きたいということと、やっぱりスクールバスも含めてですね、一辺、全部ちゃらに

して、どういうところのルートがスクールバスが通るのか、どういうところが役場

のルートになるのか、そういうところをもう一度見直して、市民の人達が利便性が

あるルート作りを、時間帯を是非設けてほしいなということで、私は、やや見直が

必要とさせていただきます。 

（会 長） 

私は結論から申し上げると、おおむね適切な評価でして、かなり大きく事務事業

施策環境が変わっている中で、ヒアリングなり、シュミレーションなどをしていた

だきながら施策を練っていただいているんじゃないかということがヒアリングから

伝わってまいりましたので、私は、おおむね適切な評価でここは、いいんじゃない

のかと考えさせていただきました。 

同数なんですね。どうしましょうかということなんですが、６人、それぞれの意

見、危惧がありましたけども、他の方のご意見を聞いている中で、自分の考えを変
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えてもいいんじゃないか、こちらでもいいんじゃないかと思われた方が、もしおら

れるようであればそれをうかがって、そうでなかったら、別の調整方法を考えます

が。 

（委 員） 

今の施策に対しての取り組みということでは、おおむね適正な評価だと思います。

今後してほしいことを望みましたら、やや見直しが必要かとも思いますけども。は

い。 

（会 長） 

はい、この場に対するありがたいご意見が出ました。では、今年度のこのチェッ

クとアクション、この分析に関しては、見解としては、概ね適切な評価。グループ

の見解としてはそうさせていただきたいと思います。グループとしての見解として

は、こうなったものの、個別の意見については、付記という形で、評価書に記載い

ただけると思います。今、承ったご意見については、そういう形で評価書に反映さ

せていただきたいと思いますので、そういうことで、ご了承をいただければと思い

ます。ありがとうございました。 

では、続きまして、住民自治についてです。施策の住民自治に関して、皆様がど

のような行政の評価に対して、受け止めをされたかということについて、伺ってま

いりたいと思います。よろしくお願いします。 

（委 員） 

住民自治については、この現在地域まちづくり計画を見直すということで、目標

として掲げておられまして、この目標自体ではなくて、それを実際今の現状の地域

の現状に合わせて、目標を持って見なおすということを言っていただきましたので、

それに対しては、その意識、向上ということもありますし、また役員さん達が２年、

３年で交代するという時に、先の目標を持ってしなければならないということで、

その目標を見なおし進行していくということが大事なことで、進めて行っていただ

いていることがとてもいいと思います。それに対してこの住民自治協議会が、今い

ろんなその問題点を抱えて、役員会議を開いたり考え直すという、いい機会ですの

ですごくいいと思います。 

この移住交流にしましても、若い人達が今外へ出て行っている状態の中で、おっ

しゃっていただいていましたけども、空き家が沢山増えてますし、こんないろんな

取り組みをしていただいていると、今、初めて知りまして、いろんな情報を都市部

でしていただいて、移住するということに今すごく取り組んでおられるということ

と、今この伊賀地域が、三重県の中でも一番移住が多いですよということをおっし

ゃっていただきましたので、これから、私も、見てみたのですけども、移住都市と

か、インターネットで見て見ましたら、すごく、わかりにくかったので、もっと、

どこの人が見たって、わかるように、こんないいことがあるのですよとか、こんな

んですよとか、目で見てわかるようにしていただければ、もっともっといいと思い
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ます。でも取り組んでいただいていることと、していただいていることは、とても

いいことですし、これからの人口の増加にも繋がってくる取り組みなので、続けて

していっていただきたいと思いますので、適正な評価だと思います。 

（会 長） 

はい。ありがとうございます。はい。 

（委 員） 

地域住民協議会の特に地域の温度差が、いう話にも正直なところお答えいただい

て、その取り組みもなさっているようですし、適切な評価というか、概ね適切な評

価というふうにしたいと思います。 

（会 長） 

お願いします。 

（委 員） 

この項目２つありますが、指標では、１、２、３と３つあって、１と３は、皆さ

ん方から指摘あったと思いますので、そこは前の方と一緒かな。住民自治促進事業

につきましては、短い時間の中のやりとりでしたが、できない理由ばかり聞かされ

たという感じですね。では、住民への周知の必要性をおっしゃっておられましたが、

どのようにして、心の中に入っていくのか、そこら辺のメンタルなところが聞ける

のかなと思っていたのですが、時間不足のこともありまして、聞けなかったので、

残念ですので、マイナスになりますが移住の方は実績もあります。ただ、今後、そ

の方々が、定住に向けてフォローであったりとか次年度以降の数字がどうのこうの

とか、課題、問題もつきまとうのでしょうが、そちらは実績としてはプラスで、差

し引きで、おおむね適正とさせていただきます。 

（委 員） 

大きくふたつの要素があって、皆さんおっしゃったとおり住民自治促進事業につ

いては、現在まだ発展途上にありますけども、方向性として、お聞きしましたので

その方向で進めていただけたらと思います。ただ実績の方が、ご説明の中で前年度

の方から引き継いだということで、ちょっとわかりにくかったのですが、このまま

見守って行くというそういう観点でしょうか。移住の方は、実績もきちんと出てい

ますし、先行き不安はありますけども、これについては、非常によい実績を出して

いただきたいな。結論としては、概ね適切ということで。 

（委 員） 

私は、女性活躍推進事業ということで、住民自治協の中でもっと女性の人達が活

躍できるようにやっぱりしていってもらいたいということが、一つと、移住された

方の声をですね、相談会等で活用してもらいたいこと、それから、地域おこし隊の

方についてはもう少し検討してほしいなということで、私は、おおむね適切ではな

いかとさせていただきました。 

（会 長） 
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この報告書、これ限りで評価するとなると、もっと真面目に報告書を書いていた

だきたいと正直な気持ちがありまして、これに限って言えば、見直しが必要だと思

ってきたのですが、ただ今日ヒアリングを伺うと、かなり現実を受け止めておられ

て、検討されているのだなということが十分に伝わってきましたので、これから真

面目に書いて下さいねというメッセージを伝えていただきたいのですが。適切な評

価でいいんじゃないのかなとは思うのですが。 

（委 員） 

それはアクションのところですか。一つ目の項ですね。 

（会 長） 

そうですね。全体としては皆様に適切、あるいはおおむね適切、高評価をいただ

きましたが、数としては、おおむね適切が多かったのじゃないかと思いますので、

グループとしては、おおむね適切を評価とさせていただきたいと思います。はい、

ありがとうございます。 

では、最後の都市政策になります。これについて、皆様のご意見を聞かせてくだ

さい。いただきます。 

（委 員） 

都市政策について、すごく難しくて、わかりにくかったですけども、自分としま

して、いったいどうなってるんだ、何がどう変わるんだというのを、広報とか、チ

ラシを入れていただいてあったのですが、理解しがたかったです。また、多核連携

型の都市構造を目指しますということで、いろんなネットワークや、いろんなこと

をしまして、それぞれの街が交通とか便利になるようにということで、今初めてこ

のような委員をさせていただいて、見直してみたんですけども、先程からも言って

いただいてましたけども、地域説明会で主だった地域の方々への説明はしていただ

いたということで聞かせてもらったのですが、先程言ってくれていたように、個人

には何のことかよくわからへんということで、個人個人へのよくわかる、この間違

いがこういうふうに変わるですよというようなことを知らせる、周知するというこ

とが必要なんじゃないのかなと思うのですが、チラシをいただいているだけでは、

よくわかりませんので、ちょっとわかりやすくしていただいた方がいいのかなと思

いました。都市施設の整備に関して、公園の、長寿命化の計画を立てていただいて、

３２年度の事業費が１００％の中の範囲でこの目標を立ててしていただいていると

いうことを聞かせてもらったのですが、公園の中には、超寿命化しなければならな

い公園もありますでしょうし、いろんな公園が沢山あると思いますので、子どもの

遊ぶ施設とか、有意義な市民にとって、いこいの場となりますので、今後こども家

庭課と詰めていただいて、市民の集えるまちづくりを目指していただきたいと思い

ます。そのような取り組みをしていただいているということで、聞かせていただき

ましたので、その目標に対しての総事業額が目標ということで出していただいてあ

りますけども、現在６公園をきれいにするということでその計画を推進するように
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進めていただいてますので、概ね適性な評価で、今後にまた、繋げていただきたい

と思います。評価は、概ね適切な評価です。 

（会 長） 

はい、わかりました。 

（委 員） 

都市政策は、この表題にあるように適正な土地利用によりまちの魅力を高めると

なるんですけども、適正な土地利用についての説明は大分あったように思いました

が、魅力を高めるというのには、ちょっとどうなのかなあと感じました。それから

特にチェック指標の設定ですね、これについて根拠がちょっと不明というか、そう

いうのが鮮明になったかなというふうに思いますし、また、いろいろ説明をいただ

きましたが、ちょっとわかりにくかったかなというのが正直のところでして、僕の

評価は、やや見直しが必要というふうに思いました。 

（委 員） 

都市政策ということでの項目だったのですが、よくよく聞いいてみますと、コン

パクトシティー プラス ネットワークということでして、言い過ぎかもしれませ

んが、土地利用のときのプランだったのかな。質問もさせていただいて、説明もし

ていただいたのですが、総合的に政策としてですね、都市づくり、あるいは都市計

画づくり、都市創造ですねに向けてそういう意識があると、全然事務的なご回答で

した。それは、よその課が考えている。僕はその発想はちょっと改めていただきた

い。可能な限り自分の課で計画を立てて、よその課にお伺いを立てて、うちこれで

いくけど、どないや、そのぐらいの政策、多分総合政策なんかでやっておられると

思うのですが、担当課長がそういう意識を持っていないと、なかなか総合的な政策

には進まない。そういう意識の部分で、私の中では下がりました。アクションのと

ころもやっぱり、維持管理のところで特定地域ですが、島ヶ原、阿山の自治協に理

解を求めるという姿勢を持っていらっしゃるということは、プラスとして、そうい

うグループを育てるのかなというところはわかりますので。しかし、やはりやや見

直しが必要かなというのは、先程言わせてもらったとおり何をかいわんやというこ

とですので。ちょっと私、厳しいかもしれませんが。 

（委 員） 

  これちょっとよくわからなかったのですが、もうちょっとお話をききたかったん

ですけど、ちょっと時間が過ぎているのですが、コンパクトシティ プラス ネッ

トワークということで、まず伊賀市が市町村合併後、どんな町を目指しているのか

がこれでは読み取れました。委員の方から上野市を中心に、コンパクトシティとい

うご意見を確か言われました。ここに書いてあるのは、それは確かにそうだけれど

も、その周辺の多核連携型、つまり、既存の上野、阿山、青山、それから大山田を

含めたそれとネットワークしてやっていくのだ、単純なコンパクトシティではなく

て、もともと合併以前の周辺のところの核を拠点としながら、ネットワークでいく
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という方向で進めるのであれば、概ね適切な評価だと思うのですけども、これちょ

っとね、議会でも承認されてこれで伊賀市がいろんな広域の中で進んでいくのであ

ればこうなるのかな、ただ伊賀市が、これから少子高齢化、自分の行き先を考えた

時に、本当にそれで進んでいくのが市として方向性として、いいのかどうなのか、

上野市街地を中心として、もっとネットワークを強化して、どんながいいのか、正

直今日は考えさせられました。いい勉強になりました。私自信は。そもそもの政策

論がどうなにかというと、やや見直しが必要となるのですが、これで、伊賀市が周

辺拠点もあって既存の町も大切にしていかなあかんという視点であれば、ちょっと

甘いですけど概ね適切な評価と言わせていただきます。 

（総務部次長） 

多分説明したかったのは、多核連携型の土地利用をしていきながら、要はそこに

集落があるので、そのなかで、委員がおっしゃった、宝、それをどうやって活かす

のかというのは、まちづくり計画とか、地域がそれぞれ課題を持ちながら、これを

やっていきたいのだということで、それをしながら土地利用というか、こういう土

地利用でいくかというのがあてはまってくると思うのです。人が住むところ、ある

いは、いやいやこれはもうこれ以上広げないのやということになるとコンパクトシ

ティであったり、適性化でありますので、その辺をネットワークでというのか、そ

れぞれの核となるところ、それぞれの農村部とし、魅力を発信するところ、という

のが、ちょっとわかりにくかったのかも知れません。 

（委 員） 

わかりにくかったし、かなり実現が難しいですよね。 

（委 員） 

難しかったし、僕の質問にも説明がなかったですよね。具体的に。 

（総務部次長） 

その辺で、途中でおっしゃってくれたのが、空き家とか、それをどうするのかと

か。いろんなものが出てきた。そこをどうつなげていくかということでは、横断的

ないい方をもうちょっとすればいいよね、そこの部署はそれだけでなくて。という

とこらへんできちっと説明がもらえなかったので、ひっかかっているのかなと思う

のですが。 

（委 員） 

  なかなか実現が難しいですよね。自信を持ったご説明ができなかったのかなと。 

（総務部次長） 

人口減少社会にむかって、土地利用というのは、これから本当に深刻になってい

くので、その辺の分析はしているのですよね。 

（委 員） 

私は、まあ上野に住んでますので、旧上野の町中が、ずいぶん空き家から駐車場

にかわってきているところが多くなっています。市役所が移転して、ますます活気
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のない町になっていくのではないのかなという気もしているのですが、まちへの対

策が見えてきていません。市民も含めて、観光に訪れた人にも感じてもらえる、魅

力あるまちづくりにもっと取り組んでほしいなということと、コンパクトシティ 

プラス ネットワークの推進や、適切な土地利用に関する条例についてですね、も

っと市民にわかりやすく説明をしていってほしいなということで、概ね適切な評価

ということで。 

（会 長） 

この施策について、重要度が非常に低いということがもともとは気になってまし

て、ご意見あったように、将来の都市像に関わる話ですし、きちんとこういろいろ

と議論を重ねた上で、みんなで議論していくことが重要だよねということを市民の

多くの方に共有していただくということがすごく重要だと思っていて、条例を制定

するということですから、この施策の重要性について、みなさんに広く認識してい

ただくチャンスだと思っているのですね。だけどあまりそのアクションのところで、

この条例制定をきっかけにしてこうしていきます、ああしていきますという話しが

なかったように思いますので、少し残念だったなあと思っていて。やや見直しが必

要でもいいかなと思ってたのですが、ただ甘いですが、条例できたばかりですし。

大変なご努力を積み重ねてこられたということですから。 

（委 員） 

条例を作っていただけたということだけで私達は、ありがたいです。調整区域を

なくしていただいただけでも。 

（委 員） 

これ優先度Ｂということは、重要だけども、時間的に優先ということですよね、

本来は、これが一番大事なものだと思いますが。 

（会 長） 

全体としては、おおむね適切な評価。この場でも非常に結論出すのに揺れたとい

うようなことは、評価書の方でうまく伝わるようにしていただければ。 

   

グループとして、取りまとめの結果を、もう一度おさらいをしますが、危機管理

は、やや見直しが必要、公共交通は、おおむね適切な評価、住民自治は、おおむね

適切な評価、都市政策は、概ね適切な評価、グループとしては、そういう形ですの

で、よろしくお願いいたします。では、宿題の方は、少し事務局の方からよろしく

お願いします。 

（事務局） 

岩崎委員さん、司会ありがとうございました。また委員の皆様、長時間評価の方、

お疲れさまでございました。お手元にあるそのオレンジの封筒に今日のこの外部評

価書を完成させていただきまして、それで１０月の１３日までに、ポストへ投函、

お願いしたいと思います。そしてまた本日のグループＡの意見については、岩崎リ
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ーダーさんにまとめていただきまして、それを先日グループＢの方が外部評価を、

行わせさせていただきましたので、その意見と合わせたものを、この総合計画審議

会の外部評価報告書とさせていただきます。答申については、次回、１０月２６日

の第４回の総合計画審議会で、答申をする予定となっていますので、途中経過など

また何か報告することがあれば、メールなり郵送なりいろんな形で、連絡等させて

いただきたいと思っています。そういうことで、今後は、来年度に向けた、また評

価の方法も委員さんの意見も、また聞かせていただいて、先程も岩崎委員さん言っ

ていただきましたように評価書の中にまたご意見等も書いて、方法等も書いていた

だきたい、ということも言っていただいていたと思うのですが、そういうことも今

後も参考にさせていただいて次回に繋げていきたいと考えてますので、また来年度

は、またいい外部評価ができるように努めさせていただきたいと思います。本日は、

長時間お疲れ様でございました。 

 

 

 

 

 


