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伊賀市の現状と課題 

平成 16年 11月に伊賀市が誕生し、10年近い年月が経ちました。 

この間の社会の動きは非常にめまぐるしく、いろいろな面でこれまでのまちづくりの考

え方を見直す時期に来ています。 

人口減少社会への突入 

わが国の総人口は、平成 20年頃から減少に入ったと言われます。伊賀市の総人口は、

平成 2年から 7年にかけて高い伸びを示し、10万人を超えましたが、平成 22年の国勢

調査では 10万人を大きく下回り、特に、15～64歳の人口が大きく減少しました。自然

動態（出生と死亡）については、平成 2年以降は死亡数が上回り、特に平成 15年以降、

少子化により減少数が大きくなる傾向にあります。社会動態（転入と転出）については、

平成 19年以降は転出が転入を上回る状態が続くようになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうした状況は、労働力や地域活動の担い手が減少していることを意味します。それ

らを補うためには、男性に比べて就労率の低い女性や定年を迎えた高齢者などが活躍で

きる地域社会を築いていくことが求められます。 

 

（参考）人口推計について 

これまでの人口推移の傾向を踏まえて、伊賀市において人口の変化が大きかった直近

２時点間（平成 17年・平成 22年）の国勢調査の状況を加味して推計されている国立社

会保障・人口問題研究所による平成 25年 3月の人口推計を念頭に置き、この計画を策

定するものとします。 
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地域経済の低迷 

平成 20年は「世界同時不況」に見舞われた年であり、輸出に依存した製造業を中心に、

わが国でも大きな不景気となりました。製造業が多い伊賀市においても企業の海外移転

等に伴い、産業の空洞化が進み、第２次産業の市内総生産額は平成 19年度から 21年度

にかけて約３割減少しました。現在でも県内において有効求人倍率が最低であることな

ど、非常に大きな影響を残しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

人口が減少するなかでは市内の消費も減り、地域経済も縮小してしまいます。今後は、

これまでの製造業を中心とした産業構造を基礎にしながら、観光振興や農林業の再生を
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死亡等）を加減して毎月推計しているもの。
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進めることによって、交流人口の増加による市外からの消費の拡大をめざすことが必要

不可欠となります。 

厳しい財政状況 

このような状況のなか、税収も落ち込み、自主財源の比率は４割程度となっています。

また、地方交付税については、今後、合併の特例期間が終わり、地方交付税が段階的に

縮減されることに伴い、市の財政規模全体の縮小が見込まれます。その一方で、高齢化

は加速度を増し、福祉や医療への需要が高まり、社会保障・社会福祉のための費用が増

加するため、財政についてもかつてない厳しい局面を迎えると思われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後は、道路や建物などの社会基盤の整備や、公共サービスの水準を維持したりする

ことが次第に難しくなります。このため、行政運営の効率を良くして、今あるものを有

効活用するなど、できる限りムダを省くとともに、いろいろな主体が公共の役割をとも

に担っていくことが重要です。 
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伊賀市の「潜在力
ポテンシャル

」 

 

ご覧の通り、今や、「伊賀市の再生」が待ったなしの状況です。 

 

しかしながら、私たちのまち伊賀市は、未来を切り拓くことができる素晴らしい可能

性を秘めています。 

伊賀市は、歴史と伝統に根ざした史跡・祭り・工芸品などの文化資産を今に伝えるま

ちです。とりわけ、俳聖として世界的に知られる「松尾芭蕉」の生誕地であり、「新感覚

派」の旗手として川端康成らとともに活躍した作家「横光利一」が多感な少年時代を過

ごしたことなど、多数の文化人などを育んだまちとして知られています。 

 

また、伊賀市は伊賀盆地に位置するため、四方を山林に囲まれ、鈴鹿国定公園や室生

赤目青山国定公園の２つの国定公園の区域があることなど、自然に恵まれたまちです。

さらに、農業や里山を生かした集客施設が都市との交流を盛んにしており、有機農法に

よる安心・安全な農産物がつくられています。「伊賀流忍者」をはじめとして、「伊賀」

の名は全国的にも知られた地名と言えます。 

 

現代社会においては、「個人」に重きが置かれるあまり、かつて見られた地域でのつな

がりや共同作業の習慣などが薄れつつあります。そのことは、「公」
おおやけ

への負担が増して

きたことにもつながっています。一方、伊賀市には、地区ごとの住民自治協議会が設立

され、市民活動についても、環境保全や多文化共生などにかかわる特徴的なＮＰＯが見

られるなど、市民活動が非常に活発です。こうした「民
みん

」の力は、未来を切り拓くのに

必要不可欠なものです。 

 

 

こうした背景のなか、将来にわたって持続可能な伊賀市のまちを築くため、「伊賀市の再

生」を進める指針として、新たな総合計画を策定するものです。 
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めざす伊賀市の将来像 

時代は今、大きな転換点にあります。 

本格的な人口減少社会や超高齢社会を迎え、非常に厳しい財政状況のなかでも、伊賀市

に住む人びとが笑顔を絶やさず、活気ある地域社会であり続けるためには、市民、企業、

市民活動団体、自治組織、行政等、みんなが痛みを共有し、勇気と覚悟を持ってまちづく

りを担うことが必要です。 

こうしたことから、伊賀市民がみんなでめざす市の将来像を次の通り掲げます。  

 

勇気と覚悟が未来を創る 

 

 

 

わたしたちのまち伊賀市には、まちが醸し出す風情、自然と人との近しい関係、そして、

そうした風土の中ではぐくまれた人情が息づいています。 

市民の多くは、そうした伊賀市が持つ特色や良さがあるからこそ、この地に愛着を感じ、

ずっとこの地に住み続けたいと願っています。しかしその一方で、今の暮らしに不便を感

じ、将来に不安を感じている市民もいます。 

 

この自然豊かな文化薫る、伊賀市の風土は、先人のたゆまぬ努力によって今に受け継が

れています。今を生きるわたしたち市民は、自然・歴史・文化・伝統といった伊賀市の良

さを未来へと引き継ぎつつ、暮らしにくさの原因となっている課題を解消し、子や孫たち

の世代にも誇れる、市民一人ひとりが「安心」でき、地域が「活力」に満ちたまちをめざ

します。 

 

『ひとが輝く 地域が輝く』伊賀市 

 

－    下記に例示    － 

ひとが輝く 地域が輝く 
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まちづくりの基本理念 

伊賀市自治基本条例を踏まえ、次の３つの理念によりまちづくりを推進します。 

 

(1) 「市民」が主体となり地域の個性が生きた自治の形成 

補完性の原則※に基づき、市民自身あるいは地域が自らの責任のもと、まちづくりの決

定や実行を行うとともに、市は、これらの活動を支援し、また、市自らも改革を進める

など、市民が主体となり地域の個性が生きた自治を形成します。 

 

(2)  持続可能な共生地域の形成 

自然との共生を図り、各地域が有する様々な資源を有効に活用するなど次世代に引き

継いでいくことができる持続発展可能な循環型の共生地域を形成します。 

 

(3)  交流と連携による創造的な地域の形成 

市民が情報を共有し、自由に行き来できる環境づくりに努めるとともに、他圏域と交

流・連携を進めるなど、創造性あふれる地域を形成します。 

 

 

 

※補完性の原則とは ･･･「家族や地域などの小さな単位で可能なことはそれに任せ、そこでは不可能も
しくは非効率なものを、市や県、国などのより大きな単位が行う」という考え方。 
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まちづくりの基本政策 

子や孫たちの世代にも誇れるまちづくりへの大きな方向として、市民の期待でもある「安

全・安心」と「地域の活力」に軸足を置いて、未来に向けたまちづくりを展開します。 

まちづくりの展開にあたっては、市民、企業、市民活動団体、自治組織、行政などの各

主体が、自らがまちづくりの主役であることを認識するとともに、その担い手となる「人

づくりや地域づくり」を進めます。 

これらのことの実現に向けて、次の３つの基本政策を設定します。 

 

〔３つの基本政策〕 

１．安 全 ・ 安 心  ～ 市民の暮らしの「安全・安心」を確保します ～ 

２．地 域 の 活 力  ～ 自立･持続した「地域の活力」を創出していきます ～ 

３．人・地域づくり  ～ 未来のまちづくりを担う「人･地域づくり」を進めます ～ 

 

１．「安全・安心」～市民の暮らしの「安全・安心」を確保します～ 

 

伊賀市の再生に向けて、最も大切なことは、わたしたち市民が安全・安心して暮らせ

ることです。しかし現実には、 

 ○病気になったときに適切な治療が受けられるかどうか 

 ○高齢になっても健康でいられるかどうか 

 ○介護が必要になったときサービスが受けられるかどうか 

 ○安定した職が得られるかどうか 

 ○自然災害などさまざまな事象が起こったとき危険にさらされないかどうか 

などといった、さまざまな不安の中でわたしたちは生活しています。 

こうした不安をぬぐい去り、将来に向けて安全・安心を確保することが、現代に生き

る私たちの使命です。 

少子高齢化により、支えなければならない人が増える一方で、財源には限りがありま

す。このため、必要性の高い人への医療・福祉サービスの充実などといった「公助」機

能と合わせて、家庭や地域でお互いに支え合う「自助・共助」機能の強化を、これまで

以上に自らの問題として捉え、取り組むことによって、生涯にわたる市民生活の安全・

安心を実現します。 

【「安全・安心の確保」に向けて展開する政策】 

 ●健康寿命を長く、安心な医療が受けられるまちをめざす 

 ●子ども・高齢者・障がい者などへの見守りと支えが十分なまちをめざす 
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 ●若者が働きやすく、働く意欲が持てるまちをめざす 

 ●自然災害などさまざまな事象に備え、危機管理できるまちをめざす 

 ●自然を守り、自然と調和したまちをめざす 

 ●環境にやさしい循環型のまちをめざす 

 ●安全・安心でおいしい水が飲めるまちをめざす 

 

２．「地域の活力」 ～自立・持続した「地域の活力」を創出していきます～ 

 

伊賀市には活力が無くなった、と感じている市民が多くいます。しかも、人口が減り、

高齢化が一層進むなかで、これまで以上に活力を生み出していくことは、並大抵のこと

ではありません。一方で、伊賀市と同じような地方都市でも、個性を発揮し、小さいな

がらも輝いているまちはいくつもあります。 

伊賀市は、個性的な資源をいくつも持った魅力あるまちです。ただ、その魅力が埋も

れていたり、うまく紹介されていなかったり、資源同士のつながりがないため目立たな

かったりしているだけです。 

こうした資源に光を当て、くらしやすく、魅力的なまちにしていくことが大切であり、

将来の世代に誇ることのできる地域づくりを進めていくことが、私たちの使命だと言え

ます。 

伊賀市が活力を持つためには、産業界が連携することはもちろんですが、それだけで

はなく、市民全体が自らが主役になり、自らも取り組む気運を高めていかなければなり

ません。このため、伊賀市の資源を生かした観光・農林業の再生をはじめとして、業種

間や産学官民間の連携及び「６次産業化」による相乗効果を生み出すとともに、自然、

文化、スポーツなどの分野も含め、さまざまな主体が継続した活動ができる社会環境を

整えることで、自立・持続できる地域の活力を創出していきます。 

あわせて、伊賀市の活力を支えるための社会基盤である、公共交通機関や道路、情報

通信などのネットワークを強化し、人・物・情報の流れを活発にします。 

【「活力の創出」に向けて展開する政策】 

 ●地域資源とおもてなしの心を生かした観光のまちをめざす 

 ●安全・安心をブランドとした元気な農林業のまちをめざす 

 ●中心市街地と各地域拠点が連携した賑わいあるまちをめざす 

 ●企業活動が活発なモノづくりのまちをめざす 

 ●自然景観と調和した、街並みに秩序があるまちをめざす 

 ●文化活動やスポーツ活動が活発なまちをめざす 

 ●市内外のネットワークにより、人・物・情報の流れが活発なまちをめざす 

●多様な主体が地域課題を解決するため活躍（起業）できるまちをめざす 
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３．「人・地域づくり」 

 ～未来のまちづくりを担う「人づくり・地域づくり」を進めます～ 

  

市民の暮らしに安全・安心をもたらし、地域の活力を生み出す主役は「人」です。「ま

ちづくりは人づくりから」と言われるように、未来に誇れるまちを実現する鍵は人づく

りにあります。また、人と人が連帯意識と分担意識を持って連携することによって、地

域を動かす力となります。 

伊賀市は、江戸時代の藩校である「崇廣堂」が残り、地域の人々が主体となって古く

から教育を大切にしてきたまちです。引き続き、子どもたちの個性を伸ばし、人へのや

さしさを持ち、自らの将来像をしっかりと見据えることができる教育を進めることによ

って、次代を担う人づくりを推進します。 

高齢化が進んだ伊賀市では、地域活動や農林業の担い手も高齢化しています。取り組

みを持続していくためには、次の時代の担い手を作り、うまく引き継いでいくことが大

切です。また、地域の潜在力となっている女性の力を生かすことが不可欠になっていま

す。このため、地域社会や産業界で担い手となる人が意欲を持ち、十分に力を発揮でき

るよう、活躍の場を用意するとともに、これまでの概念にとらわれずに後継者を育成・

確保することによって、まちづくりを担う人づくりを推進します。 

さらに、地区ごとの住民自治活動や、テーマに応じた市民活動などの「民
みん

」の力が発

揮されるよう活動環境を整えることによって、伊賀市の未来を切り拓く地域づくりを推

進します。 

【「人・地域づくりの推進」に向けて展開する政策】 

 ●子どもたちが伸びやかに育まれるまちをめざす 

 ●女性が活躍する男女共同参画のまちをめざす 

 ●あらゆる差別を許さず、互いの人権を尊重するまちをめざす 

 ●将来を支える子どもたちへの充実した教育を提供するまちをめざす 

 ●生涯にわたって生きがいが獲得できるまちをめざす 

 ●文化の違いを越えて、多文化が共生するまちをめざす 

 ●地域産業や地域活動の担い手が育ち、活躍するまちをめざす 

 ●市民活動がしやすく、活動が活発なまちをめざす 
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以上の「まちづくりの基本政策」は、人口減少、少子高齢化、財政縮小といった現状

のなかでは、市民、企業、市民活動団体、自治組織、行政が力を結集して取り組まなけ

れば実現できません。 

このため、生活の質を維持・向上できる「身の丈に合った」まちの機能へ、集中・適

正化していくとともに、社会資本や公共施設においても、できる限り今あるものを有効

活用していかなければなりません。 

また、公共サービスについても、行政だけでなく、市民、企業、市民活動団体、自治

組織などが連携・協働することによって、担い手となっていくことが求められます。 

あわせて、行政においても、組織のスリム化や運営の効率化・高度化を進めるなかで、

最低限、公が担うべき社会保障、福祉サービス、学校教育、保健衛生などの質を維持す

ることが重要です。 

さらに、複数の自治体等で行うことが、有効で効率的な事務事業については、県内は

もとより県境を越えて取り組む必要があります。 

 

今こそ、こうした覚悟とともに勇気を持って、子や孫のためにまちづくりに取り組も

うではありませんか。 

 



13 

土地利用の方針 

次の 3つのゾーンごとの方針にしたがい、適正な土地利用の推進に努めます。 

具体的には、この方針を踏まえ、総合計画を支える都市計画の基本的な方針を示した

「伊賀市都市マスタープラン」により、伊賀市特有の自然環境や都市の姿を継承し、地

域の特性に応じた個性を活かしつつ、多様な連携と交流によって、市域全体を一体の都

市として、整備、開発及び保全を図ります。そして、すべての人が安心して生活でき、

暮らしやすさを追求できるようなまちづくりを進めます。 

なお、都市マスタープランによる整備、開発及び保全については、今後の人口減少の

推移を踏まえることとします。 

 

森林ゾーン 

鈴鹿国定公園、室生赤目青山国定公園の 2つの国定公園区域やその周辺、および山林

等の区域を森林ゾーンと位置づけ、景観形成や生態系の維持、水源かん養などの公益的

機能を発揮させるため、広葉樹林の造成、間伐や枝うちなど森林の適正管理を促進しま

す。 

加えて、大きな社会問題となっている山間部への不法投棄を防止する対策を強化する

など、今後とも山林を保全しつつ、多面的な活用を図ります。 

農住ゾーン 

伊賀盆地に広がる豊かな農地と農村集落、その背景をなす中山間地域および里山の区

域を農住ゾーンと位置づけ、農業生産のほか、自然との共生を前提として、地域内他産

業の育成や新産業の創出を図るとともに景観形成や保健休養、教育の場としての活用を

図ります。 

農地および農村集落については、地域の特色を活かし、他産業と有機的に連携するこ

とで新しい農業形態を創造し、農地および農村環境の保全を図りつつ、定住促進に努め

ます。また、里山の再生による公益的機能を発揮するため、市民やＮＰＯ、都市圏住民

との交流・協働の場とするとともに、里山全体をフィールドミュージアムとして活用し

ます。 

市街地ゾーン 

主に市街地が形成されているところや開発計画を進めている市街地は、今後も地域の

商業、産業の中心的な役割を担い、市民の都市的な生活を支える市街地ゾーンと位置づ

け、適正な土地利用の誘導による計画的なまちづくりを進めます。 

地域の持つ資源や特性を活かし、地域の商業や産業の中核的な機能を高めるとともに、

地域間の連携を強化するために、道路や公共交通機関を充実させます。 
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既存の商業が集積する市街地では、地域固有の文化・歴史を尊重し個性を伸ばすため

に、町並みや景観保全など環境や生活空間に着目した取り組みを推進します。 
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伊賀市都市マスタープラン〔土地利用ゾーニング図〕より  

森林ゾーン 

農住ゾーン 

市街地ゾーン 


