
パブリックコメント実施状況一覧【平成２６年度】

担当課 件　名 実施期間 日　数
実施期間が30日
未満であった場
合、その理由

意見数 意見数内訳

農業委員会事務局
農業委員会の適正な事務の実施について平成
25年度の目標及びその達成に向けた活動の
点検・評価（案）に関する意見募集

平成26年４月17日～５月16日 30 --- 0 0人・0団体

総合政策課
新市建設計画（伊賀市まちづくりプラン）変
更案

平成26年５月１日～６月２日 32 --- 2 １人・０団体

農業委員会事務局
農業委員会の適正な事務の実施について平成
25年度の目標及びその達成に向けた活動計
画（案）に関する意見募集

平成26年５月19日～６月18日 31 --- 0 0人・0団体

障がい福祉課 第３次伊賀市障がい者福祉計画（中間案） 平成26年９月４日～10月３日 30 --- 6 ３人・０団体

廃棄物対策課
名張市・伊賀市地域循環型社会形成推進地域
計画（中間案）

平成26年10月17日～11月17日 32 --- 0 0人・0団体

管財課 公共施設最適化計画中間案 平成26年10月29日～11月28日 31 --- 63 12人・０団体

市政再生課 補助金等見直し検討状況 平成26年11月１日～30日 30 --- 21 ７人・１団体

こども家庭課
伊賀市子ども・子育て支援事業計画（中間
案）

平成26年11月27日～12月26日 30 --- 1 １人・０団体

総合政策課 地区振興計画中間案 平成26年12月24日～平成27年１月23日 31 --- 4 １人・０団体

介護高齢福祉課
伊賀市第４次高齢者福祉計画・第６期介護保
険事業計画

平成27年１月19日～２月17日 30 --- 1 １人・０団体

医療福祉政策課第３次伊賀市地域福祉計画策定方針（案） 平成27年２月１日～３月２日 30 --- 0 0人・0団体



パブリックコメント実施状況一覧【平成２７年度】

担当課 件　名 実施期間 日　数
実施期間が30日未満
であった場合、その理

由
意見数 意見数内訳

交通政策課
伊賀市地域公共交通網形成計画中間案につ
いて

平成27年４月８日～５月７日 30 －－－－－ 7 2人・1団体

人権政策・男
女共同参画課

第３次伊賀市男女共同参画基本計画策定方
針（案）

平成27年４月15日～５月14日 31 －－－－－ 0 0人・0団体

水道総務課 伊賀市水道事業基本計画 平成27年６月１日～平成27年６月30日 30 －－－－－ 96 27人・4団体

管財課
伊賀市庁舎基本設計中間案への意見募集に
ついて

平成27年6月25日～７月24日 30 －－－－－ 16 10人・0団体

総合政策課
伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略中
間案

平成27年７月１日～７月３１日 31 －－－－－ 7 1人・0団体

文化財課
史跡伊賀国庁跡保存整備活用基本計画（中
間案）

平成27年７月21日～８月21日 32 －－－－－ 0 0人・0団体

人権政策・男
女共同参画課

第３次伊賀市男女共同参画基本計画中間案 平成27年11月２日～12月２日 31 －－－－－ 6 ２人・0団体

医療福祉政策課第３次伊賀市地域福祉計画（中間案） 平成27年12月１日～平成28年１月５日 36 －－－－－ 1 1人・0団体

学校教育課 伊賀市いじめ防止基本方針（中間案） 平成27年12月15日～平成28年１月13日 30 －－－－－ 7 ５人・0団体

文化財課 伊賀市歴史的風致維持向上計画（中間案） 平成28年１月12日～２月12日 32 －－－－－ 0 0人・0団体

都市計画課
伊賀市景観計画一部修正に関するパブリッ
クコメントの実施

平成28年１月22日～２月22日 32 －－－－－ 4 ２人・0団体



パブリックコメント実施状況一覧【平成２７年度】

担当課 件　名 実施期間 日　数
実施期間が30日未満
であった場合、その理

由
意見数 意見数内訳

中心市街地推
進課

賑わい創出グランドデザイン 平成28年2月5日～3月4日 29

30日目が土曜日（閉館
日）であり、週明けに
賑わい協議会が所定さ
れていたため

52 24人・0団体

管財課 公共施設等総合管理計画中間案 平成28年2月17日～3月17日 30 －－－－－ 0 0人・0団体

下水道
伊賀市生活排水処理施設整備計画見直し
（中間案）

平成28年２月25日～３月25日 30 －－－－－ 0 0人・0団体

総合政策課 第２次再生計画（仮称）策定方針案 平成28年３月１日～３月31日 31 －－－－－ 16 1人・0団体

市民生活課
伊賀市空家等対策計画
伊賀市空き家等の適正管理に関する条例全
部改正

平成28年3月3日～4月4日 32 －－－－－ 1
１人・0団体
※計画のみ

廃棄物対策課 伊賀市一般廃棄物処理基本計画 平成28年３月17日～４月15日 30 －－－－－ 0 0人・0団体



パブリックコメント実施状況一覧【平成２８年度】

担当課 件　名 実施期間 日数
実施期間が30日未満で
あった場合、その理由

公表方法 意見数 意見数内訳

総合政策課
伊賀・山城南定住自立圏の形成に関
する協定書　（案）【笠置町・南山
城村】

平成28年７月１日
　　　～８月１日

32 －－－－－
・総合政策課窓口、各支所振興課窓
口、各地区市民センターで閲覧
・市ホームページに全文掲載

0 0人・０団体

債権管理課 伊賀市債権管理条例（案）について
平成28年7月15日
　　　～8月15日

32 －－－－－
及びホームページ

各地区市民センター窓口に閲覧資料
を設置

1 １人・0団体

総合政策課
第２次伊賀市総合計画第２次再生計
画中間案

平成28年10月３日
　　　～11月30日

59 －－－－－
・総合政策課窓口、各支所振興課窓
口、各地区市民センターで閲覧
・市ホームページに全文掲載

86 ３人・０団体

上下水道部
経営企画課

伊賀市水道事業基本計画
平成28年11月1日
　　　～11月30日

30 －－－－－

・伊賀市ホームページ
・水道部水道総務課、水道部青山事
業所、各支所振興課および各地区市
民センターに資料を用意

124 115人・3団体

総合政策課
伊賀・山城南定住自立圏共生ビジョ
ン案

平成29年３月15日
　　　～４月14日

31 －－－－－
・総合政策課窓口、各支所振興課窓
口、各地区市民センターで閲覧
・市ホームページに全文掲載

1 1人・０団体



パブリックコメント実施状況一覧【平成２９年度】

担当課 件　名 実施期間 日数
実施期間が30日未満で
あった場合、その理由

公表方法 意見数 意見数内訳

介護高齢福
祉課

伊賀市輝きプラン（第５次高齢者福
祉計画・第７期介護保険事業計画）
案

平成30年1月16日
　　　～2月14日

30 －－－－－

広報いが市平成30年1月合併号、
介護高齢福祉課、各支所住民福祉
課、各地区市民センター窓口、市
ホームページ

5 1人・０団体

環境政策課
伊賀市ふるさとの環境を守る条例
（案）

平成29年11月1日
　　～11月30日

30 －－－－－

広報いが市平成29年11月1日号、
市ホームページ、環境政策課、市民
生活課、各支所振興課、各地区市民
センター

241 65人・2団体

人権政策課
第３次伊賀市人権施策総合計画（中
間案）

平成29年9月15日
　　～10月20日

36 －－－－－

広報いが市平成29年9月15日号、
市ホームページ、人権政策・男女共
同参画課（大山田農業改善センター
１階、ハイトピア伊賀４階）、本庁
舎玄関受付、各支所振興課、各地区
市民センター

4 ２人・０団体

同和課
第３次伊賀市同和施策推進計画（中
間案）

平成29年12月15日
～平成30年1月15日

32 －－－－－

広報いが市平成29年12月15日号
市ホームペ－ジ、本庁舎玄関受付、
同和課、各支所振興課、
各隣保館、各地区市民センター

4 3人・3団体

都市計画課
・伊賀市の適正な土地利用に関する
条例（案）
・伊賀市立地適正化計画（案）

平成29年４月24日
　　　～５月26日

33 －－－－－

・伊賀市ホームページ
・本庁舎玄関、各支所振興課、
　都市計画課
・広報いが市平成29年４月15日号
・ケーブルテレビ

0 0人・０団体

議会事務局
議事課

伊賀市議会基本条例の一部改正
（案）

平成30年3月30日
　　　　～5月1日

33 －－－－－
・市ホームページにて公開
・本庁、支所、地区市民センターに
設置

0 0人・0団体



パブリックコメント実施状況一覧【平成３０年度】

担当課 件　名 実施期間 日数
実施期間が30日未満で
あった場合、その理由

公表方法 意見数 意見数内訳

健康推進課 伊賀市自殺対策行動計画（中間案）
平成30年12月4日
～平成31年1月4日

31 －－－－－

・広報いが市平成30年12月1日号
・市ホームページ
・健康推進課、各支所住民福祉課、
各地区市民センターに資料設置

4 ２人・０団体

中心市街地
推進課

第２期伊賀市中心市街地活性化基本
計画（策定手続き）

平成31年1月23日
　　　　～2月22日

31 －－－－－

・広報いが市平成31年2月1日号
・市ホームページ
・行政情報番組文字放送
・本庁舎1階ロビー、中心市街地推
進課、各支所振興課、各地区市民セ
ンターに資料設置

0 0人・０団体

総合政策課
新市建設計画（伊賀市まちづくりプ
ラン）変更案

平成31年2月15日
　　　　～3月14日

30 －－－－－

・広報いが市平成31年2月15日号
・市ホームページ
・総合政策課、本庁舎1階ロビー、
各支所振興課、各地区市民センター
に資料設置

0 0人・０団体

文化交流課 伊賀市文化振興ビジョン（中間案）
平成31年3月9日
　　　　～4月8日

31 －－－－－

・市ホームページ
・本庁舎１階ロビー、文化交流課
（芭蕉翁記念館内）、各支所振興
課、地区市民センターへ資料設置

3 １人・０団体



担当課 件　名 実施期間 日数
実施期間が30
日未満であった
場合、その理由

公表方法 意見数
意見数
内訳

文化交流課 伊賀市文化振興条例（案）
令和元（2019）10月16
日～11月14日

30 ─
・市ホームページ掲載
・本庁総合受付、文化交流課（芭蕉翁記念館
内）、各支所振興課、地区市民センター設置

0件 0人

総合政策課
第2次伊賀市総合計画第3次基本
計画策定方針

令和元（2019）年12月
27日～令和2（2020）年
1月27日

31 ─

・広報いが市掲載
・市ホームページ掲載
・総合政策課、各支所振興課、各地区市民セン
ター設置

0件 0人

パブリックコメント実施状況一覧【令和元（2019）年度】



担当課 件　名 実施期間 日数
実施期間が30日未
満であった場合、

その理由
公表方法 意見数

意見数
内訳

市民生活課 第２次伊賀市空き家対策計画
令和2（2020）年8月21
日
～9月23日

33 ─
・市ホームページ掲載
・本庁1階総合受付、空き家対策室内、各支所
振興課設置

1件 1人

障がい福祉課
第４次伊賀市障がい者福祉計画
（中間案）

令和２（2020）年10月
21日～11月20日

31 ─
・市ホームページ掲載
・障がい福祉課、各支所住民福祉課、各地区
市民センター、隣保館設置

7件 1人

総合政策課
第2次伊賀市総合計画第3次基本
計画（中間案）

令和2（2020）年10月
30日～12月18日

50 ─

・広報いが、市ホームページ掲載
・総合政策課、各支所振興課、各地区市民セ
ンター設置
・動画配信
・行政情報番組

130件 27人

交通政策課 伊賀市地域公共交通計画
令和2（2020）年11月
18日～12月25日

38 ─
・市ホームページ掲載
・交通政策課、各支所振興課、各地区市民セ
ンター設置

58件 7人

人権政策課
第４次伊賀市男女共同参画基本
計画（中間案）

令和2（2020）年11月
25日～12月25日

31 ─
・市ホームページ掲載
・人権政策課、各支所振興課設置

1件 1人

総合危機管理管理
課

伊賀市国土強靭化地域計画中間
案

令和２（2020）年12月3
日～令和３（2021）年１
月７日

36 ─
・市ホームページ掲載
・総合危機管理課、各支所振興課、各地区市
民センター設置

0件 0人

介護高齢福祉課
伊賀市高齢者輝きプラン
第６次高齢者福祉計画・第８期
介護保険事業計画

令和２（2020）年12月
25日～令和３（2021）
年１月25日

32 ─
・市ホームページ掲載
・介護高齢福祉課、各支所住民福祉課、各地
区市民センター設置

25件 3人

文化交流課
伊賀市文化振興プラン前期実行
計画（中間案）

令和３（2021）年1月22
日～2月22日

32 ─
・市ホームページ掲載
・文化交流課、本庁１階ロビー、各支所振興
課、各地区市民センター設置

29件
7人・1
団体

スポーツ振興課
伊賀市スポーツ施設再編・整備
計画（伊賀市スポーツ施設ス
トック適正化計画）中間案

令和３（2021）年3月11
日～令和３年４月15日

36 ─
・市ホームページ掲載
・スポーツ振興課、各支所振興課、各地区市
民センター設置

12件 4人

医療福祉政策課
第４次伊賀市地域福祉計画中間
案

令和３（2021）年3月15
日～令和３年４月16日

33 ─
・市ホームページ掲載
・医療福祉政策課、各支所振興課、各地区市
民センター設置

2件 2人

パブリックコメント実施状況一覧【令和2（2020）年度】



文化財課
「伊賀市歴史的風致維持向上計
画」中間評価（案）

令和３（2021）年３月
29日～４月30日

33 ─
・市ホームページ掲載
・文化財課、各支所、各地区市民センター設
置

0件 0人


