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伊賀市政再生のための指針 
  

基本構想で描いた伊賀市の将来像の実現に向けて、３つの基本政策に

取り組むうえでは、従来のまちづくりの進め方を根本的に見直し、市政

を再生することが求められます。 

このため、 (仮称)再生計画は政策・施策をマネジメントする計画と位

置づけ、「ムダのない財政運営」と「市民目線･市民感覚による市政」を

基軸として、市民、自治組織、市民活動団体、企業、行政などのあらゆ

る主体が連携･協力して、分権型のまちづくりを推進します。 

 

 

「再生」…この計画における「再生」とは、これまでの取り組み方を改

善し、ムダを省きながら効率的・効果的な市政運営を行うことはも

ちろん、市民の期待に応えるべくスピード感を持って取り組むこと

としています。 
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私たちは、伊賀市の誕生以来、市民が主役となり地域が主体となった分権型のまちづ

くりを、補完性の原則※に基づいて進めてきました。 

しかし、人口減少、少子高齢化、財政縮小が進む社会が予測されているなか、めざす

伊賀市の将来像の実現に向けて、これまでにも増して、伊賀市民自らがまちづくりの方

向を考え、決め、さまざまな主体が連携・協力することが不可欠です。 

さらに、市民や地域が自らの責任のもとで、主体的にまちづくりに取り組むことによ

り、伊賀市民のニーズに合ったまちづくりが展開できることに加え、自らまちづくりに

取り組むことが、結果として、市民一人ひとりにとっても大きな満足感につながること

にもなります。 

本計画では、さらに分権型のまちづくりを進め、市政を再生するため、市では次の２

つの指針を基軸とした市政運営を展開します。 

 

ムダのない財政運営 

市政におけるムダを徹底的に省き、スピード感を持った機能的な市政運営としていく

ため、行政組織のスリム化や事務事業の抜本的見直し、本市の規模に応じた身の丈に合

った投資と既存の公共施設の有効活用などの行財政改革を断行しながらも、行政が最低

限担うべき役割について、サービスの質を維持します。 

また、広域的な取り組みが有効かつ効率的な事務や事業について、県内外の自治体と

連携しながら進めます。 

 

市民目線・市民感覚による市政 

まちづくりの主役は市民という基本的な考え方により、だれもがまちづくりに参画で

きるよう、財政をはじめ市政に関する情報を分かりやすく市民に提供するとともに、ま

ちの課題を市民みんなで共有できるよう努めます。 

また、市民目線・市民感覚で市政を評価・検証できるしくみをつくります。 

 
※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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重点プロジェクト 

 

 

 

 

●医療・地域福祉連携プロジェクト 

●観光・農林業連携プロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

  

重点プロジェクトは、厳しい財政状況のもと、市長の任期中に特に力

を入れて実施していくものを、市長の公約などをベースに重点的に取り

組むものです。 

重点プロジェクトでは、３年間でめざす成果と各主体の役割分担を明

示しながら、具体的な取組内容を表します。 
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「医療・地域福祉連携プロジェクト」 
 

伊賀市の再生の中での位置づけと課題  

市民生活の「安全・安心」を確保する上で、本市現在、私たちのまちが抱える最も大きな

課題が「医療」です。市民意識調査によると、すべての年代の市民が「医療」の課題を最重

要視しており、率先して取り組むべきだと考えている人が約 80％にも上ります。 

大きな課題が「医師不足」です。地方病院の医師確保が容易でなくなってきている状況の

中、「近くの総合病院にかかれなくなるなるのではないか」という市民の不安があります。 

また、同市民意識調査では、70％以上の人が「今のところに将来も住み続けたい」と回答

する一方、2025（平成 37）年には、「団塊の世代」が 75 歳以上となり、医療や介護の需要

がますます増加する、いわゆる「2025 年問題」も見据えた対応が必要です。 

こうした傾向を見据えてこのため、医療に対する市民の不安をできる限り取り除き、伊賀

市全体として安全・安心な医療を提供できるように、医師の確保に全力を挙げ、病病連携1、

病診連携2や在宅医療の充実を図ることが必要です。それとともに、誰もが住み慣れた地域で

自立した日常生活を営むことができるよう、医療・介護の提供体制の再構築に取り組み、地

域の中で患者や要介護者等の生活を支えられるしくみ（地域包括ケアシステム）を確立する

ことが必要です。 

 

 ３年間でめざす成果  

●二次救急医療を担う医療機関における専門的かつ効率的な急性期医療3の提供体制を充実

させることにより、応急診療所などの一次救急とともに、市民が求める安全・安心な救急

医療体制を確立します。 

●市内の医療関係機関がそれぞれに役割を担いながら連携し、全体として市民の医療を完結

する「地域完結型医療」の体制を構築します。 

●常勤医を確保します。 

●救急医療体制（一次・二次）の充実を図ります。 

●市内の各地区において、生活課題やニーズの把握と共有化を図りながら、医療、介護、生

活在宅支援が一体的に提供されるしくみ（地域包括ケアシステム）を確立しますづくりに

向けて、地域の中で生活課題やニーズの把握と共有化を図ります。 

                                           （人） 

                                                   
1
 病病連携：病院同士が連携して医療を提供する体制をいいます。 

2 病診連携：病院と診療所が連携して医療を提供する体制をいいます。 
3 急性期医療：急激に発症し、かつ経過の短い病気（急性心不全・急性心筋梗塞など）に対する医療をいいます。こ

れに対し、慢性の経過をたどる病気（糖尿病・高血圧症など）に対する医療を「慢性期医療」といいます。 

目標とする項目 
平成 25 年度 

現状値 
平成26年度 平成27年度 平成28年度 

二次救急医療機関における常勤医師数 

（うち上野総合市民病院常勤医師数） 
４８（１３） ５０ ５２ ５４ 
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  各主体の役割  

●市は、市長のリーダーシップの下、医師確保に全力で取り組みます。また、一次救急医療、 

二次救急医療のすみわけをすすめ、特に二次救急医療体制の確保に向け、二次救急実施病 

院等との連携強化に取り組みます。 

●市は、地域包括ケアシステムづくりに向けて、医療・介護の関係機関や住民自治協議会と

の連携・協力体制の構築に取り組みます。 

●市内医療機関（診療所）は、一次医療、一次救急医療、かかりつけ医などの役割を担い、 

二次救急医療機関等との連携によって、地域医療の充実に寄与します。 

●市社会福祉協議会・社会福祉法人は地域包括ケアシステム構築へ参画します。 

●住民自治協議会は、市の支援のもとに「地域ケアネットワーク会議」4を設置し、地域にお 

ける生活課題やニーズの把握や共有を図ります。また、身近な地域での支え合い活動に協

力します。 

●市民は、自らの健康を守るとともに、できる限り時間内に受診したり、みだりに救急車を 

使わないなど、適切な受診行動を心がけます。 

 

 ３年間に実行する取り組み  

取組内容① 救急地域医療体制の確立の充実 

二次救急医療を担う医療機関相互の連携を密にし、それぞれの専門性を生かしながら伊賀

地域の医療資源を最大限効果的に活用するための体制を構築します。 

あわせてまた、夜間・休日における比較的軽症の方を対象とした、応急診療所の運営を医

師会の協力のもとに行うとともに、救急医療や応急処置等に関する相談に２４時間対応する

「救急相談ダイヤル２４」事業の啓発に努めます。 

さらに、二次救急医療体制の確保に努めます。 

 

【基本構想・まちづくりの基本政策】安全・安心 

【再生計画・分野】健康・福祉 

【関連政策】健康寿命が長く安心な医療が受けられるまちづくり 

 

関連施策名 内 容 

二次救急医療体制の確保 伊賀地域の二次救急実施病院とのネットワークを確立会

議を定期的に開催し、二次救急医療体制の確保に取り組み

ます。 

応急診療所の運営   年間を通じ、休日及び夜間の急病者に対し、小児・一般の

診療を医師会の協力のもと行います。 

二次救急医療体制の確保  伊賀地域の二次救急実施病院とのネットワークを確立し、

二次救急医療体制の確保に取り組みます。 

                                                   
4 地域ケアネットワーク会議：地域住民が、その地域の生活課題やニーズの把握と共有を図り、地域生活の支援体制 

を確立していくための方策を検討する会議をいいます。 
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将来の医療体制に係る検討 将来の社会情勢の変化（２０２５年問題）を踏まえた医療

体制について検討します。 

 

取組内容② 基幹病院としての上野総合市民病院の機能強化 

病院理念に掲げた「全人的医療（さまざまな視点から捉えた一人ひとりに合った医療）を

提供し、広く市民に信頼される病院」を実現するため、全職員の意識を高めるとともに、引

き続き、医師や看護師など、医療職の確保を進め、二次救急医療体制を含む安全・安心で質

の高い診療体制を確立します。 

さらに特に、伊賀地域において入院を必要とするがん患者のうち、５割以上の方が地域外

の病院に入院している状況を踏まえ、可能な限り地域内で医療が完結できるよう、がんセン

ターを設置し、化学療法、栄養サポートを行うとともに、一般診療所と連携して在宅医療を

進め、がん総合診療機能を充実させます。 

 

【基本構想・まちづくりの基本政策】安全・安心 

【再生計画・分野】健康・福祉 

【関連政策】健康寿命が長く安心な医療が受けられるまちづくり 

 

関連施策名 内 容 

医師の確保   大学病院等の協力を得るとともに、魅力と働き甲斐のある

病院づくりに努め、1 年間に 2 人の医師の増員を目指しま

す。 

診療体制の充実 市民等の負託に応えるのにふさわしい、より質の高い診療

を提供できるよう努めます。特にがん総合診療の充実に関

しては、今後の取り組みの重点施策とします。 

 

取組内容③ 地域医療の充実 

医療ニーズの急増が見込まれる 2025（平成 37）年までを視野に入れた「地域完結型医療」

を構築するため、急性期医療・慢性期医療を担う基幹病院と診療所とによる病診連携を円滑

化するための手段・手法の活用を促進します。 

また、市民に対し、「かかりつけ医」を持ち、軽微な病気・ケガはかかりつけ医で診てもら

うなど、適切な受診行動を啓発します。 

 

【基本構想・まちづくりの基本政策】安全・安心 

【再生計画・分野】健康・福祉 

【関連政策】健康寿命が長く安心な医療が受けられるまちづくり 
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関連施策名 内 容 

医療機関における地域連携の促進 病気等の急性期から慢性期に至る一連の治療や、在宅での

療養を円滑に行うことができる地域連携クリティカルパ

スなどの手段・手法の活用を促します。 

将来の医療体制に係る検討 将来の社会情勢の変化（２０２５年問題）を踏まえた医療

体制について検討します。 

 

取組内容④③ 保健・医療・福祉の連携 

いわゆる「2025 年問題」を見据え、急増することが予想される医療・介護ニーズに対し、

病院や介護施設などに頼るだけではなく、地域全体で確実に応えていくため、保健、医療、

福祉分野の専門職である多職種協働による連携を強化し、地域の実情に応じた包括的な支

援・サービス提供体制の構築を目指す地域包括ケアシステムの形成を進めます。 

 

【基本構想・まちづくりの基本政策】安全・安心 

【再生計画・分野】健康・福祉 

【関連政策】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づくり 

 

関連施策名 内 容 

地域包括ケアシステム※構築の推

進   

保健・医療・福祉分野の連携強化をはじめ、個人、地域の

課題に応じた、在宅での支援基盤の構築を推進します。 

 

※ 地域包括ケアシステムについて 

厚生労働省においては、2025(平成 37)年を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目

的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができ

るよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制(地域包括ケアシステム)の構築を推進しています。 

（参照：裏面にイメージ図） 
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「観光・農林業連携プロジェクト」 
 伊賀市の再生の中での位置づけと課題 

私たちのまちには、伊賀流忍者をはじめ、俳聖松尾芭蕉、横光利一などの文化人、伊賀焼、

伊賀組紐などの伝統工芸品、伊賀米、伊賀牛などの農林産物、城下町や田園の景観など、個

性的で魅力的な資源が数多くあります。年間２８０万人ほどの観光客が、これらに魅力を感

じ伊賀市を訪れますが、市民のは「観光のまち」としての意識が乏しいようですを高めてい

く必要があります。 

一方、農山村集落においては、農林業者の高齢化や担い手の不足、採算性の悪化などによ

り、耕作放棄地や荒廃山林が増加傾向となっています。このため、農林業を競争力のある産

業として維持していくのが難しいだけでなく、農地や森林が持つ水源の涵養、災害の防止等

の公益的機能が低下し、将来の展望が描けない地域が増えています。このようななか、現在

国では、農地の集積、集約化でコスト削減を目的に、農地の中間的受け皿「農地中間管理機

構」の整備が進められています。 

今後、伊賀市の人口が減少する中でも、地域の「活力」を創出するためには、伊賀市のフ

ァンをつくることにより、市外からの交流人口を増やし、域内消費を拡大したり、市外に向

けて伊賀市の特産品を売り出したりしていくことが不可欠です。つまり、「観光立市」として

「伊賀市は観光で生きていく」という意識を市民全体で共有すると同時に、総合的かつ長期

的な視点から、農林業の活性化や農林産物のブランド力の強化を図ることが必要です。また、

これらが連携した「伊賀ブランド」の確立に総力を挙げて取り組まなければなりません。 

 

 ３年間でめざす成果  

●観光入込客の増加を図ります。 

●菜の花プロジェクトをはじめとして「６次産業化 1・農商工連携 2」を進めます。 

●「人・農地プラン 3」の作成・管理を進めます。 

●農林業における多様な担い手の育成・確保を進めます。 

●間伐等森林の整備に努めます。 

 

 各主体の役割  

●観光関係、農林業関係の団体は、他の産業団体との連携をより密にし、主体的に情報発信

と誘客の取り組みを進めます。 

●市民一人ひとりが伊賀の良さに気づき、「観光大使」として伊賀市をＰＲし、来訪者に対し

「おもてなしの心」で接します。 

 
１ 6次産業化：1次産業としての農林業と、2次産業としての製造業、3次産業としての小売業等の事業の融合を図り、

農林産物等に新たな付加価値を生み出す仕組み。 

２ 農商工連携：農林業者と商工業者が互いの「技術」「ノウハウ」を持ち寄り、新しい商品の開発やサービスの提供、

販路の拡大に取り組むこと。 

３ 人・農地プラン：集落・地域が抱える「人と農地の問題解決」のため、集落・地域の話し合いによって、今後の中心

となる経営体や農地の集積の方法など、地域農業のあり方を計画すること。 
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●市は、農林業生産基盤の確立と、農林産物を活かしたブランド力の強化を行い、「着地型観 

光 4」や「６次産業化・農商工連携」が進むよう、関係団体間の交流・連携の場をコーデ 

ィネートするとともに、市長自らのトップセールスをはじめ、強力に情報発信を進め、こ

れらが連携した「伊賀ブランド」の確立に取り組みます。 

●市は、「人・農地プラン」の作成・管理、多様な担い手の育成・確保、森林の公益的機能の

回復のため、地域の課題を整理し、適切な支援に取り組みます。 

  

３年間に実行する取り組み 

取組内容① 情報発信の推進 

伊賀市のファンをつくるため、新たな情報発信ツールを最大限活用するとともに、三重県

や他府県との共同事業による観光キャンペーンや物産展に積極的に出展するなど、都市部を

中心に市長自らのトップセールスの下で、情報発信を強力に推進します。 

 

【基本構想・まちづくりの基本政策】活力 

【再生計画・分野】産業・交流 

  【関連政策】地域資源とおもてなしの心を生かした観光のまちづくり 

 

関連施策名 内容 

観光・物産情報の発信 

 

 

都市圏の商業・観光団体等と連携し、相手の属性を把握し

た、顔の見えるキャンペーンを実施することで、伊賀市の

ファンをつくり、誘客や物産販売につなげます。 

市民ぐるみの誘客とＰＲ 

 

テーマを絞った、見ても読んでも楽しいパンフレットを定

期的に作成し、市民から発送するギフトに同封すること

で、全国に魅力を発信します。 

 

取組内容② 着地型観光の促進 

伊賀市の風土や地域資源を生かした、「着地型観光」のしくみを確立し、伊賀市全体で誘客

を促進します。 

 

【基本構想・まちづくりの基本政策】活力 

【再生計画・分野】産業・交流 

  【関連政策】地域資源とおもてなしの心を生かした観光のまちづくり 

 

 

 

 
 

４ 着地型観光：旅行の発地（出発地）ではなく、着地（到着地）が有する観光資源の情報や受け入れ側の観点から企画・

立案・実施される観光形態のこと。 
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取組内容③ ６次産業化・農商工連携の推進 

米、特産野菜、果樹などの栽培技術の確立を図るとともに、安全・安心な農林産物などを

加工・販売や観光資源として活用する取り組みを支援し、地域産業の「６次産業化・農商工

連携」を推進します。 

 

【基本構想・まちづくりの基本政策】活力 

【再生計画・分野】産業・交流 

  【関連政策】消費者とつながる元気な農林業のまちづくり 

 

関連施策名 内容 

菜の花プロジェクトの推進 遊休農地などの活用で菜の花を栽培し、美しい農村風景を

創りだすとともに、その菜種を搾り、地域の特産品として

販売に取り組むとともに、地産地消に努めます。また、使

い終わった菜種油を回収し、ＢＤＦ（バイオディーゼルフ

ューエル）に精製し、農業用に利用することで地域の資源

循環モデルを実現します。 

農林業資源を活用した新事業の推

進 

農林産加工を行う農林業者や集落営農組織などが起業す

る取り組みを支援します。また、農商工連携による付加価

値の高い商品開発を支援します。 

 

取組内容④ 持続可能な農業の推進 

 それぞれの地域で将来について考え、プランを作成し、実行することによって「人と農地」

の問題を解決することや、そのために多様な担い手の育成・確保を図るなど、持続可能な地域

づくりを進めます。 

 

【基本構想・まちづくりの基本政策】活力 

【再生計画・分野】産業・交流 

【関連政策】消費者とつながる元気な農林業のまちづくり 

 

関連施策名 内容 

着地型観光の推進 

 

 

観光客を受け入れる小規模な組織を育成することで体験

型メニューを多数用意し、集中的に販売、実施することに

よって伊賀市への誘客を促進します。 

生活文化、伝統行事、景観などの地域資源を「観光商品」

へと磨きあげることで、観光地としての地域の魅力を高め

ます。 
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関連施策名 内容 

人・農地プランの推進 地域農業を持続するため、プラン策定を考えている各集落

へ出向き、説明会を行い、より多くの地域に適したプラン

が策定されるよう、推進します。また、策定後の進行管理

に努めます。 

多様な担い手の育成・確保 地域農業を支える多様な担い手を育成・確保するため、地

域が一体となって取り組む集落営農組織や新規就農者を

支援します。また、農商工連携を進め、企業等の農業参入

を促進します。 

 

取組内容⑤ 森林の公益的機能の回復 

森林の整備を進め、木材利用を推進し、林業の活性化を図ります。また、地域住民が行う里

山林の保全管理活動を推進し、人と獣の住み分けを図ります。 

【基本構想・まちづくりの基本政策】活力 

【再生計画・分野】産業・交流 

【関連政策】消費者とつながる元気な農林業のまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 木質バイオマス：木材からつくられる再生利用が可能なエネルギー源で、間伐材や木屑などがある。 
 

関連施策名 内容 

森林環境整備 間伐等を促進し、森林の有する多面的機能を増進します。

また、荒廃している里山林や竹林の手入れをする地域ぐる

みの活動を支援します。 

林業の活性化 公共施設の木造化や木質バイオマス 5利用を進め、林業の

活性化を図ります。 
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分野別計画 

 

 

 

 

 

※各施策の成果指標の「現状値（平成２５年度）」については、年度途中 

のため暫定値となっており、最終的に確定値と差替えることとします。 

 

 

 

 

めざす将来像に向けて、基本構想で掲げた「まちづくりの基本政策」

を分野別に整理し、市の部・課による効果的な進行管理の下で、(仮称)

再生計画を推進します。 

なお、(仮称)再生計画に位置づける施策については、法律などに基づ

いて決められたとおりに実行するものは除き、推進・進行管理すべき

ものを掲載します。 



 

 

 


