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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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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・地域福祉連携再生プロジェクト」 
 

 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、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。 

こうした医療に対する不安を取り除き、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。 

   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

していることから、いわゆる「団塊の世代」が 75 歳以上となる 2025 年を見据えて、住み

慣れた地域の中で患者等の生活を支える在宅支援体制の構築が必要です。  

 

 ３年間でめざす成果  

●常勤勤務医を確保します。 

●救急医療体制（一次・二次）の充実を図ります。 

●在宅支援にかかる地域の生活課題やニーズの把握と共有を図るため、「地域ケアネットワー

ク会議」を、住民自治協議会が主体となって設置できるよう進めます。 

                                           （人） 

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 

    

 各主体の役割  

●市（地域医療対策課）は、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（上野総合市民病院）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。 

●市（介護高齢福祉課、地域包括支援センター）は、地域包括ケアシステムの仕組みの構築 

に向けて取り組みます。 

●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。 

●社協・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。 

●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。 

                                                   
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。 
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 ３年間に実行する取り組み  

取組内容① 地域医療の充実 

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。 

   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 

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。 

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

体制について検討をします。 

 

取組内容② 上野総合市民病院の機能強化 

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診療体制を

充実させます。 

さらに、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、在宅医療をす

すめ、がん総合診療を充実させます。 

 

【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 市民等の負託を受けるにふさわしい、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。 
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取組内容③ 保健・医療・福祉の連携 

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、保健、医療、福祉分野

の多職種協働による連携強化を図り、地域支援ネットワークの形成をすすめます。 

 

【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

課題に応じた支援基盤の構築を推進します。 

 

 

出典：厚生労働省ホームページ 
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「観光・農林業連携再生プロジェクト」 
 

 伊賀市の再生の中での位置づけと課題  

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、市外からの交流人

口を増やし、域内消費を拡大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」という意欲を市民全体で共有し、総力を挙げて取り組まなければ

なりません。 

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、市民は「観光のまち」としての実感が乏しいようです。  

これらの資源が最大限に生かされるためには、まず市民がその良さに気付くことが重要で

す。その上で、伊賀市のファンをつくるため、市長のトップセールスをはじめ、幅広いチャ

ンネルを活用して伊賀市の情報を発信すると同時に、伊賀市全体で集客効果を上げるための

「着地型観光3」へのしくみを工夫することや、農林業者を主体とした「６次産業化」や企業

等と農林業者による「農商工連携」多様な業種が連携して「６次産業化」を進める、地域産

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重要です。 

また、農山村の集落においては、活力ある地域を作るため「人・農地プラン」を進めるこ

とや、「森林の公益的機能の回復」を図ることが必要です。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り、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状況となっています。 

このようなことから、「６次産業化」や「農商工連携」、新規参入を目指す「多様な担い手

の育成・確保」を進める一方で、農地や山林は、多面的かつ公益的な機能を有していること

から、経済性や効率性だけを重視するのではなく、これらの機能を持続的に発揮できるよう、

総合的かつ長期的な視点から農林業の活性化に取り組む必要があります。 

 

 ３年間でめざす成果  

●市民全体で伊賀市の魅力を発信し、「おもてなし」の向上に取り組みます。 

●「着地型観光」の取り組みを推進し軌道に乗せ、来訪者の増加を図り実感できる 

様にします。 

 

●地域資源を観光商品化し、伊賀市の新しい観光メニューで誘客します。 

●菜の花プロジェクトをはじめとして皮切りに、地域の農林産物に付加価値をつけ、地域経 

済の好循環を生み出す「６次産業化・農商工連携」に取り組みついて、複数の取り組みを

スタートさせます。 

                                                   

3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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●持続可能な農業の推進のため、「人・農地プラン」の作成を推進します。 

●農林業の「多様な担い手の育成・確保」を進めます。 

●森林の公益的機能の回復のため、林業の活性化や森林の適正管理に努めます。 

 

 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。 

●市民は、一人ひとりが、「観光大使」としての気持ちを持ち、知り合いに伊賀市をＰＲした

り、来訪者に対して「おもてなしの心」で接したりします。 

●市（観光戦略課、農林振興課、商工労働課）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」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ます。また、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 

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し、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て、伊賀市民自らが企画し、販売するなど、「着地型観

光」のしくみを確立し、誘客につなげます。 

 そのために、「オンパク手法」などの調査研究、先進地事例の収集とともに、観光関連団体や市

民の創意工夫を引き出します。 
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【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 

着地型観光の推進 

 

 

観光客を受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、実施することで伊

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にブ

ラッシュアップすることで、観光地としての地域の魅力を

高めます。 

新しい観光商品作り  

 

 

取り組み内容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も

とに、加工・販売や観光資源としての活用につなげる取り組みを支援し、地域産業の「６次

産業化」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、地産地消に努め、地

域の特産品として販売に取り組んでいきます。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 持続可能な力強い農業の推進 

 農業従事者の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加などの「人と農地の問題」が深刻な

ため、5 年後、10 年後の地域農業の展望が描けない地域が増えています。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」を解決して活
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力ある地域を創ることが大切です。 

【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 

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。 

 

取り組み内容⑤ 森林の公益的機能の回復 

 高齢化の進行、木材価格の低迷等から手入れがされず、放置された森林が増加し、隣接す

る里山の荒廃が進み、森林の有する水源の涵養、山地災害の防止等の公益的機能が著しく低下

しています。 

このことから、林業の活性化を図りながら森林の適正な整備を進めることにより、森林の有

する多面的機能を向上させ、里山を再生することが必要です。 

 

【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 

森林の有する多面的機能の向上 

 

森林の公益的機能の増進のため、環境林整備を進めると共

に、木材利用を推進し林業の活性化と森林の整備を進めま

す。また、地域住民が行う里山林の保全管理活動を推進し、

人と獣との棲み分けを図ります。  
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分野別の政策・施策 

  
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。 
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計画の推進 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(仮称)再生計画に位置づけた分野別の施策

を進めるうえで必要となる、市政への市民参

加の促進や、行財政改革の方針を明らかにす

るため、「計画の推進」を掲げます。 

なお、「伊賀市自治基本条例」のもとで、透

明かつ公正で開かれた市政運営を進めます。 

 


