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３．産業・交流分野 

3-1 

地域資源とおもてなしのこころを活かした 

観光のまちづくり 
 

１．観光・物産情報の発信と、市民ぐるみの誘客とＰＲ 

現状と課題 

観光旅行の形態が、団体旅行から個人旅行に変化しています。また、観光の目的も物見遊

山の施設や景観見学型から、その土地でしかできない体験や郷土食・文化等の新たな知識を

求める形態に変化してきています。 

今後は、個人旅行や体験型旅行に対応できる観光都市に自らが変化していかなければなり

ません。また、国指定の文化財などを地域の観光資源と位置づけて積極的に活用することが

必要です。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 本市への観光客の増加や、物産販売を活発にするため、首都圏を中心とした都市部で観

光・物産の情報発信を積極的に行います。 

 

施策の方向 

観光に訪れる方々の目的や年齢等を把握した情報発信とともに、市民全体で観光都市と

して生きていく意識を共有できる施策を推進します。 

 

成果指標 

成果指標名 指標の説明 
現状値 

（平成 25 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

観光案内所への問い

合わせ数（回） 
個人旅行者の増減を示す 7,099 7,700 

 



76 

主な事業（観光戦略課） 

事業名 事業内容 

観光・物産情報の発信事業 東京や大阪など都市圏の商業・観光団体と連携し、忍者など

をテーマにしたイベントや、地域の特産物を売り込むための

キャンペーンを積極的に実施します。同時に車で 90 分圏内

の日帰り観光客に対する細やかな情報発信や誘客活動に努

めます。 

観光等情報パンフレット

の作成 

商工会義所や、商工会、観光協会などと連携し、本市の魅力

を伝え、誘客のきっかけとなるパンフレットを定期的に作成

し、ギフトに同封することで、全国に本市をＰＲします。 
 

活動指標 

活動指標名 
平成 25 年度

（現状値） 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

メディア広報実績（回） 360 370 380 400 

 

 

２．市内全域の魅力アップと「おもてなし」の仕組みづくり 

現状と課題  

本市の観光施設が集まる上野公園から、市街地への観光客の誘導がスムーズとは言い難い

状態です。そのためには、今以上に、市街地が観光客を惹きつける魅力あるエリアになる必

要があります。また、周辺農村部においても、美しい農村風景や貴重な地域資源が多数あり

ながら、それらを観光商品として、活用できているとは言い難い状況です。 

今後はこれら市街地と周辺農村部の魅力を総合的に活用しなければなりません。 

人口減少時代になり、社会が成熟化した結果、従来の物見遊山的な観光から、体験や学習

などに旅行者のニーズが変化しています。本市もこのようなさまざまな形態の観光の重要性

を市民全体で共有し、その実現のために行動していく必要があります。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 市街地や周辺農村部に存在する地域資源を発掘すると同時に、観光商品に磨き上げてい

くよう努めます。 

 本市全体として観光客を受け入れる、体制づくりを行います。 

 市民全体がおもてなしの心など、観光都市として生きていく意識を共有するための仕組

みづくりに努めます。 
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施策の方向 

本市の風土や地域資源を活かした「着地型観光」の仕組みを確立し、本市全体で誘客を

促進するとともに、観光客の受け入れ態勢を整備します。同時に「着地型観光」の実施を

通じて「ニューツーリズム」や「ミニ観光圏」などの施策を推進します。 

また、隣接する市町などの広域的観光事業を推進し、誘客に努めるとともに、「伊賀上

野ＮＩＮＪＡフェスタ」などの既存事業の充実を推進します。 

世界的に認知される「忍者」をコンテンツにした情報発信を、インターネットやＳＮＳ

を利用して行います。 

 

成果指標 

成果指標名 指標の説明 
現状値 

（平成 25 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

着地型観光の事業主

体数（主体） 

個人旅行者の受け入れ体制を

示す 
0 100 

 

主な事業（観光戦略課） 

事業名 事業内容 

着地型観光を推進するため

の事業主体の育成 

市民全体でもてなしの心を体現するために、農業や商業、地

域の自治組織、ＮＰＯ法人、任意団体など、今まで観光業と

直接関係の薄かった組織を、着地型観光の事業主体として、

発掘・育成していきます。 

東大和西三重観光連盟など 広域的に自治体が連携し、地域全体のＰＲや誘客事業を推進

します。 

伊賀上野ＮＩＮＪＡフェス

タなど 

市民と行政が協働するイベントを実施し、外国からの誘客も

可能になるような情報発信を行います。 

インバウンドの誘客 外国人旅行客に対応した案内標識を整備します。 

観光協会などと連携して、観光事業者や飲食店に対し、外

国人観光客に対応できる研修会の実施や食事メニューの紹

介を行います。 

 

活動指標 

活動指標名 
平成 25 年度

（現状値） 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

着地型観光実施の研修会・勉

強会開催数（回） 
8 10 12 14 
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3-2 人と人がつながる元気な農林業のまちづくり 

 

１．持続可能な農業の推進 

現状と課題 

本市は、農業を基幹産業として位置づけ、農業振興に取り組んできましたが、農業者

の高齢化と後継者、担い手の不足、荒廃農地の増加など様々な課題から、地域の活力が

著しく低下し、農地を維持していくのも困難な状況となっています。 

 また、近年、農産物等の価格低下により健全な農業経営が難しくなってきていること

から、地域の農産物や資源を活用した６次産業化 1、農商工連携 2、地産地消等の新しい

ビジネスモデルの構築等を支援し、高付加価値化や作業の効率化により農業経営の改善

を推進する必要があります。 

このような背景から、地域活力の再生を図るためさまざまな手法を活用し、地域ぐる

みで農地を維持していくことが重要です。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 ６次産業化、農商工連携を促進し、地域活力の活性化を図ります。 

 地域農業を守り、荒廃農地の増加を抑制するため、地域での話し合いにより、今後の中

心となる経営体や農地の集積方法などの計画の推進、集落営農組織の設立促進及び育成

強化、鳥獣害対策、農業用施設の適正な維持管理に取り組みます。 

 農業経営の安定化に向けて、栽培技術の向上や地域ブランドの普及、農畜産物の高付加

価値化などに取り組みます。 

 次世代を担う農業の担い手を育成します。 

 

施策の方向  

人・農地プランの作成、集落営農組織の育成、強化や営農組織の設立促進、法人化を進

め、地域農業の基礎となる推進体制の構築に努めるとともに、鳥獣害対策や土地改良事業

への支援を行います。また、農業協同組合など関係機関との連携体制を構築し、地域営農

に対する支援の基礎を確立します。 

農業経営の安定化を図るため、関係機関と連携し、農業経営改善に関する相談を充実し、

栽培技術の向上、経営計画の改善などに取り組みます。あわせて、６次産業化、農商工連

携を通じて農産物のブランド力の強化や農産物等の高付加価値化などに取り組みます。 

 

１ ６次産業化 地域の第 1 次産業とこれに関連する第 2 次、第 3 次産業（加工・販売等）に係る事業の融合等により

地域ビジネスの展開と新たな業態の創出を行う取組 

２ 農商工連携 農林水産業者と商工業者がそれぞれの有する経営資源を互いに持ち寄り、新商品・新サービスの開発等

に取り組むこと 



79 

成果指標 

成果指標名 指標の説明 
現状値 

（平成 25 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

人・農地プラン作成集

落カバー率 

市内の農業集落でプランを作

成した集落の割合 
16/192 40/192 

 

主な事業（農林振興課、農村整備課、鳥獣害対策室） 

事業名 事業内容 

６次産業化の推進 魅力ある農産物等の創出を促進し、産業の活性化を図ります。 

農商工連携の推進 農林業と商工業等とが、両者の強みを活かした新商品の開発

や販路の開拓等に有機的に連携して取り組む事業を総合的に

支援し、魅力ある農産物、農産加工品等の創出を促進する

中で産業の活性化を図ります。 

集落営農等への支援 集落営農組織の活動に対し助成を行うなど、集落営農組織強

化に向けた取り組みを進めます。 

人・農地プランの推進 地域が抱える人と農地の問題を解決するための「未来の設計

図」となる「人・農地プラン」づくりを推進し、作成後の支

援に努めます。 

鳥獣害防止対策への支援 有害鳥獣による農作物への被害を防止するための支援に努め

ます。 

土地改良事業への支援 農業用施設について、適正な維持管理ができるよう支援に努

めます。 

農業経営基盤強化促進 農業経営改善に関する相談などを実施し、農業経営基盤の強

化を図ります。 

高付加価値化の促進 伊賀米、伊賀牛をはじめとする農産物等のブランド力の強化

を図ります。 

また、環境保全に効果の高い営農活動に対して支援を行うな

ど、高付加価値化の取り組みを推進します。 

 

活動指標 

活動指標名 
平成 25 年度

（現状値） 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

集落座談会・集落説明会等開催数

（回） 
120 130 135 140 
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２．森林の整備と住民の取り組み 

現状と課題 

林業についても、林業従事者の高齢化と後継者、担い手の不足により、間伐などの施業が

されていない森林が増加しています。加えて、木材需要の低迷による価格の下落により、林

業の持続的かつ健全な発展が望めない状況となっています。 

 このことから、林業整備の効率化、コスト削減を図るとともに、木材の利活用の手法を検

討していく必要があります。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 担い手の育成・確保に取り組み、森林の団地化促進や林業生産基盤の整備などを実施し

ます。 

 間伐材等を利用した木質バイオマス１などへの活用など、新しい取り組みを推進し、林

業経営の安定化に努めます。 

 住民による森林づくり活動への参加の機会や、木とふれあう機会の創出等の住民と森林

との関係を深める取り組みを進めます。 

 

施策の方向 

地産地消による伊賀材の利用促進を図るとともに、間伐材の搬出に係る経費に対して助

成を行うなど、森林施業を促します。また、森林施業地の団地化や高性能機械の導入等に

より、木材搬出の合理化を促進します。 

 

成果指標 

成果指標名 指標の説明 
現状値 

（平成 25 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

認定林業体等森林経

営計画作成面積カバ

ー率 

森林経営計画作成面積/伊賀市

内の森林面積 
424.03/32651  490/32651 

 

主な事業（農林振興課） 

事業名 事業内容 

間伐等の森林施業の促進 間伐及び間伐に係る搬出に対し、助成を行うなど、森林施業

の促進を図ります。 

木材の利用促進 未利用間伐材を木質バイオマスとして活用し、林地残材の減

少を促進します。 

公共建築物等木材利用方針に基づき、公共施設への伊賀材の

利用を促進します。 

担い手の育成支援と森林施

業地の団地化の促進 

林業を担う認定林業体を育成し、森林経営計画の作成支援等

を行い、団地化等による施業の合理化を促進します。 
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荒廃した里山や竹林の再生

促進 

市民の暮らしに関わりの深い、里山林の整備や保全活動を支

援します。 
 

１木質バイオマス：木材を発電や燃料などエネルギーなどに利用すること。 

 

活動指標 

活動指標名 
平成 25 年度

（現状値） 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

森林整備の集落等説明会開催数 7 10 15 20 
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3-3 

中心市街地と各地域が連携した賑わいのある 

まちづくり 
 

１．中心市街地の魅力を発掘し、市内外へ発信する体制づくり 

現状と課題 

かつて中心市街地は周辺地域の中心として多くの買い物客で賑わい、日々の人々の生活

を支える地域でした。 

その賑わいを取り戻すために、城下町の魅力を守り育て発信し、定住人口の維持に努め

るとともに、周辺地域や市外から訪れる人を増やし、交流人口の増加を図る必要がありま

す。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 歴史や文化で培われてきた城下町である中心市街地の魅力を再認識するとともに、その

魅力を市内外に発信します。それにより「住みたいまち」・「訪れたいまち」として中心

市街地を再生し、中心市街地に再び賑わいを取り戻します。 

 

施策の方向 

城下町のたたずまいを取りもどし、城下町に残る伝統的な文化や技を守り育てることに

よって、中心市街地の魅力を高め、地域住民が主体となって事業に取り組む体制を強化し、

その魅力を市内外に発信します。 

 

成果指標 

成果指標名 指標の説明 
現状値 

（平成 25 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

歩行者・自転車通行量

（人） 

中心市街地内の６箇所で定点

計測 
3,259 3,900 
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主な事業（中心市街地推進課） 

事業名 事業内容 

中心市街地活性化事業 

 

 

㈱まちづくり伊賀まちづくり会社や中心市街地活性化協議会

の体制を強化し、官民一体となってにぎわいのあるまちづく

りに取り組みます。 

街なみ環境整備事業 

 

 

歴史的なまちなみに調和した道路美装化や、コミュニティ施

設の整備等、訪れる人や市民が楽しくなる空間づくりを行い

ます。 

市街地整備推進事業 

 

町家の保全や活用に取り組むことで歴史的な城下町のたたず

まいを守ります。 
 

 

活動指標 

活動指標名 
平成 25 年度

（現状値） 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

道路美装化整備延長（ｍ） 1,591 2,066 2,617 3,113 

 

 

２．商業・文化の交流拠点となる中心市街地の再生 

現状と課題 

かつては、経済活動を中心として、中心市街地と周辺部は密接に交流が図られていました

が、近年、その関係が希薄になっています。 

そのため、「城下町の風情を色濃く残す街並みや、行政・公共交通等の都市機能が集積し、

人の賑わいのある中心市街地」と「豊かな自然環境や地域文化を保有する周辺地域」の２つ

のそれぞれの特徴を活かした連携を図ることにより、地域間の交流を促進し、それぞれが活

性化を享受するまちづくりを進める必要があります。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 中心市街地に集積されている「商業機能」や文化・交流等の核施設となる「ハイトピア

伊賀」を活用し、地域住民や各団体の活動拠点とするほか、各地域における情報や魅力

発信の拠点として、周辺の地域と連携・交流を図り、そのことにより観光客の誘客にも

つなげます。 

 

施策の方向 

豊かな自然環境を活かして周辺地域で生産した地場産品を伊賀発ブランドとして中心

市街地で販売するほか、「ハイトピア伊賀」での公民館活動を中心とした周辺地域との文

化交流を推進します。 
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成果指標 

成果指標名 指標の説明 
現状値 

（平成 25 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

小売年間販売額（百万

円） 

商業活性化重点軸（上野市駅前

及び本町通周辺）の小売年間販

売額 

2,420 2,460 

 

主な事業（中心市街地推進課） 

事業名 事業内容 

駅前広場を活用した地場産

品のマルシェ１開催事業 

上野市駅前広場を活用し、伊賀の地場産品を販売します。 

1 マルシェ：フランス語で「市場」を指す。 

 

活動指標 

活動指標名 
平成 25 年度

（現状値） 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

地場産品のマルシェ開催回数（回） 0 8 10 12 

 

３．個店の機能強化と商店街機能の充実 

現状と課題 

中心市街地では、空き店舗や空き地が増え、商業基盤が低下、また各地域の中心部におい

てもわずかな商店数が減少傾向にありま集積する程度です。 

地域住民の日常的な買い物の利便性のための、地域に密着した店舗の維持、多様化するニ

ーズへの対応と、まちなかへ誘客できる取り組み、や魅力ある店舗、商店街づくりが求めら

れています。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 商店街等による地域コミュニティの中心性をや商店主の意欲を高めるための取り組み

を推進します。 

 地域内外からの集客・にぎわいにつながる魅力ある店舗、商店街等の創出を支援し、商

業の活性化を促進します。 

 

施策の方向  

中心市街地に点在する空き家・空き店舗等を活用した魅力ある集客施設を開業する事業

者や、継続的な集客と賑わいを創出するための商店街活動を支援することにより、商店街

機能の充実に取り組みます。各個店、商店街、地元住民が一体となって進める楽市・楽座

のイベントの継続的な開催により、商業活動の促進を図ります。 
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成果指標 

成果指標名 指標の説明 
現状値 

（平成 25 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

商店街等の空き店舗

数（店舗） 

商店街の賑わい創出の結果と

しての商店街の空き店舗数 
80 70 

 

主な事業（中心市街地推進課、商工労働課） 

事業名 事業内容 

中心市街地等商店街活性化

事業 

賑わいのある商店街の育成のため、商業の活性化に役立つ事

業を実施する事業者等に対して補助金支援を行います。 

中心市街地空き店舗等活用

支援事業 

中心市街地の空き店舗等を活用して集客に役立つ店舗等の開

設に必要な費用の補助を行い、商業の活性化につなげます。 

市民イベント開催事業 市民夏のにぎわいフェスタなどの開催により中心市街地の商

業活性化につなげます。 

 

活動指標 

活動指標名 
平成 25 年度

（現状値） 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

空き店舗・町家の活用（増加

店舗：件） 
2 2 2 2 
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3-4 

地域性を活かしたモノづくりと新たなサービス創出が

活発なまちづくり 
 

１．地域産業の高付加価値化 

現状と課題 

本市の地域産業は、製造業を中心に中小企業・小規模事業者等に支えられています。 

経済のグローバル化により、地域間・企業間競争の激化、社会環境の変化などにより厳し

い状況のなか、多様化するニーズを的確にとらえ、創造力と技術力の向上により、ものづく

りやサービスの付加価値をより高めることが求められています。 

 公的工業団地である「ゆめぽりす伊賀クリエイトランド」には医薬品、化粧品等のメディ

カル関連産業が進出し、三重県が推進する「メディカルバレー構想」の中心的産業集積地と

なっています。さらに「みえライフイノベーション総合特区」を活用して、産学官連携地域

産業創造センター「ゆめテクノ伊賀」を中心に、医療・福祉機器等の製品開発など、市内企

業等の医療、福祉分野への参集が図られていることが期待されています。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 商工関係団体や金融機関、大学と連携し、高付加価値なモノづくりや新たなサービスの

創出につながるしくみづくりを進めます。 

 事業者等の知恵とやる気を活かし、地域の「強み」となり得る地域産業資源を活用した、

新商品・新サービスの開発・販売等の事業展開を推進します。 

 

施策の方向  

知恵やノウハウを結集する産学官民の交流・連携の場を設け、オープンイノベーション
1 を推進し、技術・経営情報・販路等の経営資源の補完につなげるとともに、キーパーソ

ンのつながりによる新しいビジネスの創出や、若手の参加による人材育成など、人材・技

術を次世代に継承するネットワークづくりを促進します。 

さらに地域の強みを活かした新たなサービスの提供やものづくりなどによる事業展開

を促し、企業の技術課題等に取り組むため、産学官民連携を活用し、技術の高度化や、新

製品・新技術の研究開発を推進します。また、製造業をはじめ卸・小売業、サービス業な

ど幅広い分野の創業への取り組みを支援します。 
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成果指標 

成果指標名 指標の説明 
現状値 

（平成 25 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

ゆめテクノ伊賀 共

同･受託研究、技術相

談件数（件） 

付加価値を高めるための新商

品･サービス、技術開発に向け

た研究･相談 

9 30 

 

主な事業（商工労働課、上野総合市民病院経営企画課） 

事業名 事業内容 

産学官民連携・交流促進事

業 

最先端の技術動向等に関するセミナーや、大学のシーズ 2と企

業のニーズのマッチングのための交流会や異業種交流会など

の開催を行います。 

技術相談、研究開発の促進 「ゆめテクノ伊賀」での、新製品や新たなサービスの創出に

向けての相談、インキュベーション 3機能や研究開発機能の

情報発信を行い活用につなげます。 

ライフイノベーション 4の

推進 

医療・健康・福祉分野の産学官民連携の基盤を活用し、研究

開発を進め、革新的な製品やサービスを生み出すための情報

提供や情報交換の場づくりを行います。 

 

活動指標 

活動指標名 
平成 25 年度

（現状値） 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

産学官連携セミナーや交流会など

の開催回数（回） 
3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１オープンイノベーション：新技術・新製品の開発に際して、組織の枠組みを越え、広く知識・技術の結集を図ること。 

２シーズ：研究開発や新規事業創出を推進していく上で必要となる発明（技術）や能力、人材、設備などのこと。 

３インキュベーション：incubation とはふ化の意。卵をふ化させるのに例えて、起業が軌道に乗るまでの間、資金やノ

ウハウ、設備などの支援を行うこと。 

4 ライフイノベーション：医療・健康・福祉分野で新しい技術や考え方を取り入れて新たな価値を生み出し、社会的に大

きな変化を起こすことをいい、革新的な医薬品、医療、介護技術等の研究開発の促進や関連産業の活性化をめざすも

の。 
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3-5 

だれもが働きやすく、働く意欲が持てるまちづくり 
 

１．働く人の意欲に応える多様な就業・雇用の促進 

現状と課題 

少子高齢化の進展に伴う労働力人口の減少に伴い、地域経済の活力を維持していくことが

難しくなってきています。 

伊賀地域の雇用情勢としては、有効求人倍率は改善の傾向にあるものの、労働力需給のミ

スマッチ 1や非正規雇用の増加傾向がみられます。 

企業においては、人材の流動化や企業内での人材を育成する力が弱まり、企業が求める人

材の不足感が高まっているといわれています。 

完全失業率は約５％で県内平均より若干高くなっているのが現状です。また、特に雇用情

勢が厳しい障がい者、中高年齢者などが希望する仕事に就けるようにするための、職業能力

の開発と就業の支援が求められています。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 高齢者や障がい者、若者、女性などが、それぞれの意欲と能力に応じ働くことができるよ

う、職業相談や就労支援体制の充実や就業機会の確保に努め、雇用の拡大を促進します。 

 労働者の意欲、能力を向上させ、優秀な人材を確保するための、企業内での人材育成な

どを促進します。 

 

施策の方向  

関係機関・団体等への支援を通じ連携しながら、就労意欲のある人に対し、それぞれの

個性を活かす職業能力開発への支援に努め、就労に向けた情報提供や相談体制を充実させ

るとともに、雇用に関する事業者への助成制度や失業者への支援制度の周知を図り、多様

な就業・雇用の拡大に努めます。 

 

成果指標 

成果指標名 指標の説明 
現状値 

（平成 25 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

雇用満足度調査（％） 

アンケート結果による満足度

（若者も含め、地元に働きたく

なるような職場がある満足度） 

0 50.0 

 

１労働力需給のミスマッチ：求職者と求人者の条件が合致しないことにより、求職者数に見合う数の求人があるにもかか

わらず、雇用が創出されないこと。 
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主な事業（商工労働課） 

事業名 事業内容 

高齢者の就業支援 高齢者職業相談やシルバー人材センターの事業活動への支

援を通じて高齢者に応じた就業を促進します。 

障がい者の就業支援 障がい者の雇用促進を企業に働きかけるとともに、市内定着

に向けたハローワークの就職面接会や就職情報の提供を行い

ます。 

女性の就業支援 女性が働き続けることができるよう、企業での職場環境づく

りの取組みを普及・啓発します。 

企業内での人材育成等の促

進 

非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進す

るため、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取り

組みを実施する事業主に対して、国の助成金制度の周知・広

報を行います。 

 

活動指標 

活動指標名 
平成 25 年度

（現状値） 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

職業相談の開催回数（回） 100 110 120 130 
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２．若年無業者の職業的自立への支援 

現状と課題 

市内のニート２・ひきこもりなどの若年無業者は、15 歳から 39 歳人口の約 2.2％を占め

ると推計され、若年無業者の職業的自立が課題となっています。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 若年無業者本人や家族が相談しやすい環境づくりを進め、就労支援機関と連携して職業

的自立に向け、勤労観や就業観の育成を含めた支援に取り組みます。 

 

施策の方向 

卒業や離職後などに一定期間無業の状態にある若年者に対し、関係支援機関と連携し、

職業意識の啓発や基本的な就労能力の養成など、継続した職業的自立支援に取り組みます。 

 

成果指標 

成果指標名 指標の説明 
現状値 

（平成 25 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

若者サポートステー

ションの進路決定者

数(人） 

市内の若年無業者の職業的自

立 75 95 

 

主な事業（商工労働課） 

事業名 事業内容 

若年者の職業的自立支援 

関係機関と連携し、「いが若者サポートステーション」での自

立訓練、就労体験等を実施し、若年無業者の職業的自立を支

援します。 

 

 

活動指標 

活動指標名 
平成 25 年度

（現状値） 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

若者サポートステーションで職業

的自立を支援した若年者数（人） 
200 220 240 260 

 

 

 

２ニート：いわゆる若年無業者。労働経済白書（厚生労働省）では、「教育を受けず、労働を行わず職業訓練もしていな

い 15 歳から 39 歳の者。家事手伝いは含まれない」と定義している。 
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３．若者の地元雇用に向けた就業支援 

現状と課題 

経済・産業構造の変化等に伴い、働く人に求められる能力が高度化・多様化するなか、企

業のニーズに対応した知識と技術・技能を有する人材が若者等に求められています。 

新卒者において地元での就職内定率は比較的高いものの雇用のミスマッチ等により、早期

離職してしまう現状も見られます。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 若者の地元雇用の定着を図るため、職業意識の早期形成を促進するとともに、早期離職

の未然防止対策を進めます。 

 企業誘致等による雇用創出に努めます。 

 

施策の方向 

関係機関と連携し、中学・高校や大学生などの地元企業へのインターンシップ 3 を促進

するとともに、合同就職セミナー等により地元での雇用定着及び就職前の情報提供等によ

り若年層の早期離職の未然防止に向けて取り組みます。また、引き続き企業誘致等による

安定した魅力ある雇用の場の確保や雇用創出に取り組みます。 

 

成果指標 

成果指標名 指標の説明 
現状値 

（平成 25 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

合同就職セミナー参

加者の地元就職率

（％） 

JIU ターンや大学新卒予定者、

地元での就職希望者と市内企

業とのマッチング 

25.0 40.0 

 

主な事業（商工労働課） 

事業名 事業内容 

合同就職セミナーの開催 
地元での就職を希望する学生や求職者に対し、市内企業との

情報交換の場として「合同就職セミナー」を開催します。 
 

 

活動指標 

活動指標名 
平成 25 年度

（現状値） 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

合同就職セミナー参加企業数（社） 30 35 40 45 

 

 

3 インターンシップ:職場体験学習 
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3-6 

多様な主体が地域課題を解決するため起業できるまち

づくり 
 

１．コミュニティビジネスなどの起業の普及啓発と支援 

現状と課題 

市民の価値観の多様化・高度化が進むなか、行政だけではニーズに合ったきめ細かなサー

ビスの提供が困難なため、地域社会の抱える課題の解決につながるビジネスにチャレンジす

る地域住民や企業、団体等を育成する必要があります。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 地域社会で担う新しい形の公共づくりの実現に向けて、多様な主体が取り組むコミュニ

ティビジネス１やソーシャルビジネス２への起業や活動を支援します。 

 

施策の方向 

地域における新たな創業や雇用の創出とともに、働きがいや生きがいを生み出すため、

地域資源である地域の人材やノウハウ、施設、資金を活用することにより、地域の様々な

課題をビジネスとして継続的に解決しようとするコミュニティビジネス・ソーシャルビジ

ネスの起業や活動に向けた普及啓発と支援を行います。 

また、地域の人材としてさまざまなノウハウを持つ高齢者による社会的貢献や生きがい

をコミュニティビジネスで活かす取り組みを促進します。 

また、産学官民によるベンチャー３やニッチ（隙間）産業４の展開を促すため、新規創業

に対する情報提供や支援を行います。さらに、福祉、教育、情報など、地域に根づく対人

サービス産業の振興を図ります。 

 

成果指標 

成果指標名 指標の説明 
現状値 

（平成 25 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

コミュニティビジネ

スやソーシャルビジ

ネスなどの起業数

(件） 

地域課題などに取り組む起業

活動の展開 
8 累計 16 

 

 

 



93 

主な事業（商工労働課） 

事業名 事業内容 

起業の普及啓発事業 商工関係機関等と連携し、起業活動に必要な情報提供や、セミナー

の開催、情報交換の場づくりを行います。 

起業活動支援事業 ゆめテクノ伊賀のインキュベーション機能を活用し、専門家等によ

る相談・アドバイスなど起業活動の支援を行います。 

 

活動指標 

活動指標名 
平成 25 年度

（現状値） 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

ゆめテクノ伊賀 起業相談・アド

バイス件数（件） 
10 20 30 40 

 

 

 

１コミュニティービジネス  

２ソーシャルビジネス：いずれも地域の課題を地域住民が主体的に、ビジネスの手法を用いて解決する取り組みのこと。 

３ベンチャー：新技術や高度な知識を軸に、大企業では実現しにくい創造的・革新的な経営を展開する小企業のこと。 

４ニッチ産業：隙間産業とも呼ばれ、市場の一部で、特定の需要があるものの規模が小さいため、大手資本が手をつけな

いような市場を開拓し、商品やサービスの供給を行おうとするもの。 

 

 

２．コミュニティビジネスの中間支援 

現状と課題 

少子高齢化に対応するための新しい地域づくりの理念としくみを担保するため、自治基本

条例が制定されました。住民自治活動はその範囲、主体、それぞれ独自性を有しています。

共通点は、「公共」の役割などの一端を担うことにあります。また、地域の課題に対して、

地域住民が主体となって、ビジネス手法を取り入れて課題解決を進め、地域で安定的・継続

的に事業活動できることが課題です。 

コミュニティビジネスに取り組み始める団体等が課題にぶつかったときに、相談・支援が

必要です。しかし、ビジネスの専門分野すべての知識を市民活動支援センターの機能として

揃えることは困難です。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 市民活動支援センターが、コミュニティビジネス支援、ＮＰＯ法人化の支援を行うため、

まずは、第一次的なあらゆる相談窓口の受け皿としての機能を持つことで、求められる

知識等を持った専門機関などに繋ぐことにより支援します。 
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施策の方向  

コミュニティビジネスはあらゆる分野にまたがっていることから、これを支えるしくみ

として、行政内での横断的なネットワーク組織の構築を行い、各分野の情報収集と共有を

図るとともに、県やビジネス関係の専門機関とのネットワークを構築し、コミュニティビ

ジネスに対する中間支援を行います。 

 

成果指標 

成果指標名 指標の説明 
現状値 

（平成 25 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

団体等がコミュニテ

ィビジネスを始めた

件数（件） 

団体がビジネス手法を取り入

れて課題解決を進め、安定的・

継続的に事業活動ができてい

る。 

1 5 

 

主な事業（市民活動推進課） 

事業名 事業内容 

コミュニティビジネスの中

間支援 

他団体のセミナーや研修会等の情報収集・提供、ニーズの多

いセミナーや研修会を企画し実施します。 

コミュニティビジネスに対する助成金や補助金等の情報の団

体への提供、活動内容を広く広報するなどの情報発信を行い

ます。 

 

活動指標 

活動指標名 
平成 25 年度

（現状値） 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

セミナー、研修会の開催回数（回） 8 10 12 14 
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３．市民公益活動団体等の基盤強化支援 

現状と課題 

福祉、環境、まちづくりなどさまざまな分野において、ボランティア活動をはじめとした

民間の非営利活動団体（以下、団体という。）による社会貢献活動が活発化し、その重要性

が認識されているところです。 

市民公益活動団体等が地域社会の信頼を得て、自立的・継続的に活動を行うためには、団

体の組織・事業・資金調達力等の基盤を強化することが重要です。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 広く市民に認められた活動となるためには、活動の内容はもとより、会計処理や情報公

開等の透明性が大前提となり、公開することによって市民の信頼を得て、市民に育てら

れるものと考えます。 

 ボランティア活動などの市民が行う自由な社会貢献活動に対して、健全な発展を促進す

るため、市民活動支援センターは、ＮＰＯ法人格の取得等、団体の持続可能な活動がで

きるよう支援します。 

 

施策の方向 

市民活動団体が、安定的、継続的に活動を実施していけるよう、団体の組織・事業・資

金調達力等の基盤の強化に向けた支援を行います。 

 

成果指標 

成果指標名 指標の説明 
現状値 

（平成 25 年度） 

目標値 

（平成 28 年度） 

認定ＮＰＯ法人件数

（件） 

安定的、継続的な活動をしてい

るＮＰＯ法人 
0 5 

 

主な事業（市民活動推進課） 

事業名 事業内容 

組織運営力・事業開発力・

資金調達力等の向上支援 

情報開示、情報発信、税務・会計、危機管理、ＩＴ等を活用

した組織運営、地域のニーズを先取りした事業開発、寄付金

や助成金・融資などの多様な資金を得るために必要な能力の

習得等、団体の活動基盤強化に向けた講習会や相談会等を実

施します。 

 

活動指標 

活動指標名 
平成 25 年度

（現状値） 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

相談件数（件） 80 90 100 110 
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