
 

審議会等の会議結果報告 

 

１．会 議 名 第 4回 松阪市政推進会議 

２．開 催 日 時 平成 28年 7月 29日（金）午後 1時 30分～午後 3時 45分 

３．開 催 場 所 松阪市役所 市議会棟 第 3・4委員会室 

４．出席者氏名 

 

出席委員：村林守委員、梅村光久委員、酒井由美委員、髙島信

彦委員、中川昇委員、西岡裕子委員、平岡直人委員、

松浦信男委員、吉田悦之委員、米山哲司委員 

  

欠席委員：佐藤祐司委員、三井嬉子委員、村田吉優委員、渡邊

幸香委員 

 

事 務 局：竹上市長、小林副市長、山路副市長、加藤経営企画

部長、橋爪経営企画部次長、榊原経営企画課長、川

上政策経営係長、鈴木政策経営係主任 

 

５．公開及び非公開 公開 

６．傍 聴 者 数 0人（報道関係 1社） 

７．担 当 

松阪市経営企画部経営企画課 

TEL 0598－53－4319 

FAX 0598－26－4030 

e-mail kei.div@city.matsusaka.mie.jp  

・事項、要旨は別紙のとおり 
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第 4回 松阪市政推進会議 会議録（要旨） 

 

 

１．日 時  平成 28年 7月 29日（金） 午後 1時 30分～午後 3時 45分 

２．場 所  松阪市役所 議会棟 2階 第 3・4委員会室 

３．出席者  村林守委員、梅村光久委員、酒井由美委員、髙島信彦委員、中川昇委員、

西岡裕子委員、平岡直人委員、松浦信男委員、吉田悦之委員、米山哲司委

員 

※欠席者  佐藤祐司委員、三井嬉子委員、村田吉優委員、渡邊幸香委員 

 

〔事務局〕竹上市長、小林副市長、山路副市長、加藤経営企画部長兼市長補佐官、橋爪経

営企画部次長兼行政改革特命担当、榊原経営企画部経営企画課長、川上経営企

画部経営企画課政策経営係長、鈴木経営企画部経営企画課政策経営係主任 

 

 

 

１ 市長あいさつ 

  竹上市長あいさつ 

    本日は、現在策定を進めている総合計画骨子案について、ご意見をいただきたい。 

    現在、地域での説明会を 16回開催中で、半分終わったところであるが、骨子案

に書かれている内容は「どこの市町村でも一緒のものではないか」など、辛辣な意

見もいただいている。そこに違いを持たせるためには、明確な数値目標が必要だと

思っている。4年間続けることで、まちの個性がでてくると考えている。 

 本日は、委員の皆様にご示唆をいただいて、実りのある総合計画にしていきたい

と考えている。 

     

※松阪市政推進会議規則第 5条により、会長が会議の進行を行う。 

 

◯ 会議の公開・非公開の決定 

前回までの会議では、率直な意見交換により、個人情報や法人情報を含む発言、また、

具体的な提案などが市民の間に混乱を生じさせるおそれがあると予測され、松阪市情報公

開条例第８条に該当することから、一部を非公開で開催させていただき、議事録について

は、意見交換の内容を秘密にする趣旨ではないので、非公開情報を除き、要旨を公開させ

ていただいた。今回は総合計画骨子案を議題としており、市長のあいさつにもあったが、

市長が懇談会にまわって、公開の場で意見を求めている。市民には公開の場で意見を聞い

ているので、同じ条件で意見を求めたい。よって、個人情報などについては発言を控えて

いただき、本日は公開としたいがどうか。 

 

委員「異議なし」 
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 本日は公開で開催する。 

 

 

２ 協議事項 

１）松阪市総合計画中間案について 

  事務局より説明。 

  ・3月に実施した市民意識調査の調査結果の概要 

  ・総合計画骨子案 

  ・松阪市の未来を語る会 

  ・松阪市新総合計画「10年後の将来像」等募集要項 

     

    総合計画を策定することがゴールではなく、その後に評価があることを念頭に置

き、極力測定可能な数値目標を設定する。活動指標だけでなく、成果指標も設定し、

総合計画の策定を進める。評価する際には、将来像への接近度を定量的に測定でき

る仕組みなども検討している。 

 ほとんどの自治体に言えるが、総合計画は行政の最上位計画でありながら、市民

に浸透していない。松阪市においては、今回のアンケート結果では 7割弱の方が

「総合計画を知らない」と答えている。市民に手に取って読んでもらえる総合計画

をめざし、策定を進めているところであるが、市政推進会議からも総合計画に対す

る意見等をいただきたい。 

 

 

（委員）回収率は約半分であるが、市民意識調査の結果は、どこまで信ぴょう性があるの

か。市民の総意と考えてよいのか。 

 

（市長）約 1,000サンプルで±3％程度の誤差である。今回の回答数であれば、±2％程度

の誤差となり、回答結果はニアリイコールだと思っていただいてよい。 

 

（委員）調査対象の構成はどうなっているのか。 

 

（事務局）旧 1市 4町の人口比率をもって、地域別・年齢別・男女別を按分し、無作為で

抽出している。 

 

（委員）総合計画を市民に周知しにくいとのことだが、今後、市民参加型の市政にするた

めのプランはあるのか。 

 

（市長）今は、骨子案を市民に周知する意味で、各地域で懇談会を開催し、意見をいただ

いているところである。中間案ができたら、パブリックコメントを実施し、市民か

らの意見を集約していきたい。 
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（委員）市長に話を聞いてもらえる機会があることはいいことで、意見や思いを吸い上げ

てもらえることに喜んでいる。若い世代は総合計画を知らないので、知らせる機会

や工夫が必要だと思う。４０歳代以下に周知する機会があれば協力する。ここに書

いてあることが実現できれば、立派なまちになると思う。若い人に周知できるよう

に尽力させていただく。若い世代に総合計画を浸透させるには、表現の方法やビジ

ュアルが必要だと思う。 

 

（市長）総合計画は総花的になってしまう。それよりも、子育てなどにテーマを絞って懇

談ができればと思う。漠然と市政について意見を求めても、意見が出にくいのが現

状である。 

 

（委員）広聴に力を入れる必要があるのではないか。富山県の氷見市に視察へ行ったが、

無作為抽出でワークショップに呼びかけていた。新しい広聴のシステムとして、こ

の仕組みは面白いと思う。要望や陳情だけにはなりにくいと感じた。声を聴く場を

充実させるとよいと思う。 

 

（委員）市民調査のアンケート結果もいい意見をもらっている（公共施設の現状など）。

この部分をワークショップで聞くと、いい意見が出るのでは。 

 なぜビジネスについての質問がないのか。働いている人や商売をしている人の意

見をもっと聞くべき。まったくないのは不思議だと思う。 

 

（市長）今回の調査で、ビジネスの質問がないことは指摘されて気が付いた。ただ、市民

の皆さんの意識を把握するには大切なアンケートだと思っている。反対の声は大き

く聞こえるが、賛成の声が把握できない。定期的に統計を取っていくことで、推移

がわかると思う。また、市民が関心を持っていることに対しての経過もプランニン

グをしていくべきだと感じる。 

 

（委員）これから、松阪は本当に観光地化を目指すのか。産業のひとつとして観光産業が

重要であると思う。市民は観光地だと思っていないが、観光に力を入れていくべき

だと思う。それぞれの世代の人たちに関心のあるテーマはたくさんあるが、全部を

議論するのではなく、ポイントをしぼって議論していけば面白いと思う。博物館の

世界では、高校生が来てくれれば成功と言われている。どうすれば高校生が来てく

れるのか。高校生は非常に忙しい。高校生向けの課題なり、イベントを打てれば良

いのではないか。 

 

（市長）いいご意見をいただいた。高校生に意見を聞く機会を検討したい。 

 

（委員）意見を求める場は参加者が少ない。中高生に参加してもらい、課題について議論

し、発表してもらうような場があってもいいのではないか。 
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（委員）総合計画を基にワークショップをするには、松阪市がどこに向かっているかの指

針がないと、ワークショップは成功しない。様々な部門に分けてワークショップを

開き、それぞれから意見をもらうべきだと思う。 

 

（委員）人口減少が進む中で、三重県が主催する松阪地域医療構想調整会議ではベッド数

の削減の話がでてきている。人口減少により、病院も経営の観点から縮小していく

可能性がある。松阪市の３つの病院で、輪番体制も維持できるのか考えていかなけ

ればならない。機能的に医療の質を落とすことなく、今の体制を維持していきたい。

勤務医も減ってきている中で、将来をどうしていくのかを考えていかなくてはなら

ない。 

 

（委員）専門的な病院が増えれば、全国から患者も来るのではないか。 

 

（委員）今でも、それぞれの病院で特色を出している。専門的な医療と二次救急の両立は

難しい。医療の広域化も検討が必要である。 

 

（委員）アンケートの結果を見ると、松阪はいいとこだと思った。 

 

（委員）3つも総合病院がある市はほとんどない。二次救急に関しては、365日・24時間

稼働している地域は全国的にも珍しい。 

 

（委員）松阪市はどこに向かっているのか。この方向に進みますということが、市民に浸

透していないのではないのか。 

 

（委員）方向性を示すことは大切なことだと思う。市長によって市政の進め方は違う。市

民の思いを吸い上げて、やっていこうとする姿勢や、松阪市の参考になる他市の事

例を事務方に研究させるという発言をされている。その姿勢を、市民にわかっても

らえるように市政を推進してほしい。 

 松阪市の代表者は市長である。ディスカッションすることは、市長にとってもい

ろんなことを吸収する絶好の機会となるのではないか。その場がなくなると閉鎖的

になる。若い方たちが、普段しゃべれない市長としゃべることはいいことだと思う。 

 

（会長）市長のリーダーシップも重要になるが、総合計画を通じて、松阪市の方向性をど

こまで示せるのか、示すことで市民みんなが理解できれば、自発的に進んでいくこ

ともあると思う。まだ仮称ではあるが、将来像が重要になってくると思う。 

 

（委員）総合計画の認知について、私も家族も知らない。知っているのは興味を持ってい

る人だけのように思う。どうやって知るのかを考えると、自治会での集まりなどに

なるかと思う。 

 将来像の募集はどのように行うのか。 
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（事務局）語る会での PRやホームページで募集している。この会でもご応募いただきた

い。 

 

（委員）将来像の公募も自治会を通して配ってもらうのはどうか。文章を読むのが苦手な

人が多くなっている。せっかく発信しているのに読んでいない人が多い。Q&Aや事

例タイプの記載だと興味を持って読んでもらえる。総合計画に興味を持ってもらう

ためには分かりやすいものを作成してほしい。 

 

（市長）今、素案として考えているのは、目標を大きく記載することで、みだしのところ

は分かりやすくしている。総合計画は総花的になりやすい。興味があるところだけ

でも分かってもらえるようにしたい。 

 

（委員）松阪市の方向性について、今回の会議の肝だと思う。募集している将来像が決ま

れば、キャッチフレーズも決まると思う。ホームページもそれに合わせてはどうか。 

 

（委員）住民協議会が今後のまちづくりのポイントだと思う。 

 

（市長）アンケート結果では、住民協議会を知っている人は 4人に 1人。知らない人は 4

人に 3人である。自治会に属しているという意識はあるが、住民協議会は知ってい

るが属している意識がない。また、43地区にあるものの、最小は 200人以下で最大

は 2万人。あまりにも規模が違いすぎて、行政から統一的に何かをやってくれとは

言えないのが課題。自治会は認知度があり、自治会費も納めている。どのように兼

ね合いを持っていくかも課題。まず、住民協議会、自治会、公民館などの地域の代

表の皆さんに集まってもらい、オンザテーブルで議論してもらえればと思っている。

そうすることで、答えを導きたいと考えている。 

 

（委員）若年層に対する施策について、今回の参議院議員選挙では若い人の投票率が低か

った。従来、年代が高くなるほど投票率は高くなるが、高校生には国政は身近では

ない。自分たちに近ければ近いほど、生活に関する政策が出てくる。学校の協力を

得て、自分たちの生活と行政は遠くないということをアピールできるのではないか。 

 松阪市の児童生徒は他の地域より ICTに強く、自分でものを考える習慣ができて

いるということがすごくチャンスである。高等学校の学習指導要領が改訂され、劇

的に変わることになると思う。先生が黒板に書いていることで学ぶのは、世界中で

も日本ぐらいで、あとはアクティブラーニングで、ひとつの命題を深く掘り下げて

いく学習に取り組んでいる。日本でアクティブラーニングが一番進んでいる世代は

幼稚園。松阪市の小学校や中学校は、先を見て変わっても良い時期であると思う。

ICTや英語教育は、予算規模もあるが、中身に対して行政がリーダーシップを取っ

ていくのもいいタイミングだと思う。学校教育の施策も早めに対応しても時代が追

い付いてくる。 
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（委員）アイデアを生み出す社員研修が増えている。自ら考え、自ら動ける社員をトップ

は期待している。 

 ボランティアの推進と住民協議会の共通部分として、自発的に参画していくこと

が挙げられる。ベテランのボランティアの方に話を伺ったところ、ボランティアに

参画をしたくないわけではなく、入ったら抜けにくいという理由で参画しない人が

多いらしい。これが足かせになっているのはショックである。 

 

（会長）将来像について、仮称ではあると思うが、この件について思いを教えていただき

たい。 

 

（市長）選挙で「子育て一番宣言」を公約にした。子どもたちの学力の向上、スポーツの

振興、子育て環境の充実、安心して暮らせるまちづくり、高齢者が元気なまち、雇

用の創出、市役所の整備をあげた。そこへの想いとして、人口減少を迎え、立ち向

かっていける体制を作ること。そして、この町に住みたいと思えるまちづくりにし

ていこうと考えた。このまちに住みたいと動機づけられるには、どうすればいいか。

やはり、自分たちが住んで、家庭を築き、子育てしていくときに、何を一番に求め

るのか。子育てのしやすさや子どもたちの学力レベルの高さなど、クリアすべき問

題や気にかかることがあると思う。前提には、働く場所がないと自分たちが住めな

い。いろんな意味で前提をきっちりしたかった。住み続けたい、松阪に住みたい、

松阪に住んでよかったと思えるようなまちづくりをしたい。そんなイメージで作っ

てある。 

 アンケートでは、５０歳代以上が主に回答している。どこをターゲットにしてい

くのか、もう少し若い世代にウェートをずらして考えていきたい。高齢者を疎んじ

るわけではないが、子どもたちを取り巻く環境を充実していきたい。みんながいき

いき暮らすまちのためには、重心を今までより少しずらす必要があると考えている。 

 

（委員）三重県の学力について、全国では低い状況である。ピサ調査（３年に１回の世界

的な学力調査）では、日本の中高生は 3年前にトップだった。これが、大学生にな

ると落ちてしまう。松阪市の子どもたちは、世界中のどこに行っても、誰とでもな

かよくなれるといった、多様な価値観を受け入れることができるという子たちがい

る。わずかな差で都道府県の順位が付いているが、そこの議論で地方自治体を競争

の方向にもっていくよりも、限られた予算をどう配分していくか、もっと大きな視

点で見ていくべきだと思う。何のために順位をつけているのか、それよりも子ども

たちに関わっていくべきだと思う。 

 

（会長）世界でトップというものを分析すると、考える力が日本のウイークポイントであ

る。そこへ松阪市は力を入れるといいのではないか。それを考えると、それぞれの

政策のキャッチフレーズにも方向性を記述する必要があるのではないか。 
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（委員）キャッチコピーのようなイメージで、柔らかい政策名にしてほしい。もっと市民

に訴えかけるものにしてほしい。 

 

 

３ その他 

 第 5回松阪市政推進会議 

   日 時  平成 28年 10月 28日（金） 午後 1時 30分より 

   会 場  松阪市役所 議会棟 2階 第 3・4委員会室 

 

 

 

≪午後 3時 40分 終了≫ 

 


