
伊賀市中心市街地活性化に関するアンケート     資料３ 

ご協力のお願い 
 

          平成 25年９月  伊賀市 

 

 伊賀市中心市街地*では、平成 20年から国の中心市街地活性化法*に基づき、地域再生の取り組

みを進めております。現在当初の計画期間を終えるにあたり、２期計画を策定し、伊賀市全域に

貢献できる中心市街地を創造したいと考えています。１期計画の検証と課題整理を十分実施した

うえで、２期計画におけるまちの目指すべき姿を示し、その達成に向けた戦略をしっかりと組み

立てて事業を実施していきたいと思っております。 

 そこで、伊賀市にお住まいのみなさまへ、地域再生の取組みに関するアンケートへのご記入を

お願いし、計画づくりに反映していきたいと考えています。 

 ご多忙のところお手数ではございますが、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいます

ようお願いいたします。 

 なお、個人情報に関する事項については、統計的データとしてのみ使用し、その扱いには十分

留意いたしますのでご了承ください。 

 

 

 

 



*伊賀市中心市街地 

 伊賀市中心市街地とは、住所表示において、上野◯◯町とつく範囲の地区です。（一部の地区を除きま

す。）旧上野城下町の範囲とほぼ同等の場所とお考えください。 

 

 

*中心市街地活性化法 

 中心市街地活性化法は、正式名称を「中心市街地の活性化に関する法律」といい、平成 10 年 6月 3日法

律第 92号として制定され、平成 18年６月７日に改正された法律です。中心市街地活性化に取り組む市町村

などを支援するための法律であり、活性化に取り組む市町村は法律に基づき計画を策定し、国の認定を受け

ることが必要になります。 

 

 

 

アンケートは次の方法でお願いします。 

１．アンケートの回答は、ご自身の立場でお答え下さい。 

２．ご記入いただきましたアンケート用紙は、同封の返信用封筒（切手不要）に入れてポストに

投函してください。 

 

 

アンケートの期間 

平成 25年  月  日までにご投函くださいますよう、よろしくお願いします。 

 

 

アンケートのお問い合わせ先 

伊賀市建設部中心市街地推進課（ＴＥＬ．０５９５−２２−９８２５） 

お手数をお掛けしますが、趣旨をご理解のうえご協力のほどよろしくお願いいたします。 



第２期伊賀市中心市街地活性化基本計画で目指す方向性について     

 

伊賀上野の城下町が培ってきた憧れの日常（＝伊賀上野の魅力要素）を守り育てる 

 

・活性化へのストーリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜現状認識＞ 

中心市街地はかつて、県外や名張市を含んだ伊賀地域周辺 35 万人という規模の中心として、人々

が憧れ、日々の生活を支える多彩な人・モノ・商い・空間が存在する地域でした。しかし現在

は、消費者行動や人口減少という社会変化によって衰退しています。他地域と比較すればまだま

だ魅力があるものが残っていると言えるものの、何らかの対処をしなければ衰退傾向に歯止めが

かからず、伊賀上野の魅力が更に失われることになります。 

＜伊賀上野の魅力要素＞ 

「美味しい」伊賀：伊賀牛、伊賀米、和菓子 etc. 

「絵になる」伊賀： まちなみ、石垣、酒蔵、雲海 etc. 

「手しごと」な伊賀：伊賀焼、組紐、地酒 etc. 

「渋い・隠れ里」の伊賀：忍者、上野天神秋祭、漬物、かたやき etc. 

「レトロかわいい」伊賀：旧建築、銭湯、旅館宿泊、カフェ etc 

方向性 

＜まちの方向性＞ 

他地域と差別化を図るべく、伊賀上野のまちとしての特性が最も活かされるポジションを探り、

まちの方向性を定めます。 

 

一つの魅力要素だけを活用するのでなく、地域に住む人が大切にしてきた、城下町に残る多彩な

日常の魅力を守り育て発信し、複合的な魅力で勝負するまちへ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・活性化に取り組む上での前提と手法 

 

 

 

＜戦略ビジョン＞ 

（仮）「憧れの日常に出会えるまち」 

伊賀上野にはかつて人々が憧れ育んできた日常を豊かにする人・モノ・商い・空間が今もなお多

く残っている。時代とともに、どこででも手に入るモノへの憧れは無くなっている中で、伊賀上

野に残る、一言では表現できない固有の豊かな日常はまちの魅力そのものです。 

 この魅力を守り育てるべく、伊賀上野のファンづくりに取り組みます。その結果、中心市街地

への自負・愛着心が高まり、伊賀地域に住むことへの満足度を向上させます。 

＜忘れがちな前提条件・・・計画を立てる前に考えなくてはならないこと＞ 

人材・資金・時間といった資源は限られています。自治体経営は、常にその現実を踏まえて行動

しなければなりません。 

そこで、本計画においても、まちの発展に寄与していただける層（伊賀上野ファン候補）を絞り

込んで、その層に合った戦略の組み立てを行い、資源を集中させ効果を上げます。 

③中心市街地に住まう人が

安心し、豊かに暮らせる

憧れの日常が継続される

ことは、中心市街地に居

住したい人を増やすので

はないでしょうか。 

①伊賀地域で愛され続けて

いる多彩な商いは、伊賀

上野の魅力であり、多く

の交流人口を呼び込める

のではないでしょうか。 

②城下町の佇まいは、地域

の日常生活の質を高め、

訪れた人が歩きたくなる

雰囲気をつくれるのでは

ないでしょうか。 

＜計画づくりにおける基本となる考え＞ 

伊賀上野の活性化に向けて、そこに住む人も訪れる人もまちのファンになってくれるにはどうし

たら良いのかというファンづくりに取り組むことを基本的な考え方として計画を組み立てます。 

 まちづくり＝ファンづくり 

 伊賀上野ファン＝伊賀上野を好きになり、多くの人に自らその良さを語り伝えてくれる人 

 伊賀上野ファンが増えること＝まちの活性化 

＜ファンを拡大できる層は誰か＝シーダーの設定＞ 

ファンづくりに取り組むにあたって、限りある資源を有効に活用するために、現状の伊賀上野の

魅力要素を好きになってくれる層をシーダーに設定します。 

 

伊賀上野のシーダーを以下の層に設定します。 

 1970 年から 1980 年前後に生まれたシンプル族といわれる女性層（車で 90 分圏内に約 135 万

人） 

・手しごとや丁寧な商い、歴史や文化への尊敬、嗜好性が高い 

・モノをあまり買わないが、自分が良いと考えるモノやコトへの出費はいとわない 

・口コミで情報を伝播する能力が高い 

・資産や所得を持つ母親（団塊世代）への消費影響力が大きい 

・小さな子どもを持つことが多く、家族単位で行動する 

※シーダーとは、たくさんの人に伊賀上野の良さを自ら語り広めてくれる層 



伊賀市中心市街地活性化に関するアンケート 

「第２期伊賀市中心市街地活性化基本計画で目指す方向性について」をお読みいただいたうえ 

で、お答えください。 

 

１．伊賀上野の魅力は、日常に存在する多彩な商いとそれを支える伊賀地域の豊かさにあると考

えています。そこで、その魅力要素をしっかりと伝えるために伊賀市中心市街地活性化の取

り組みの一環として季刊誌「ダーコ」を発行してきました。ダーコについてはご存知ですか。 

 

  ①知っていて見たことがある   ②聞いたことがある   ③知らない 

     

 

２．伊賀上野が培ってきた魅力ある商いや技、伝統を守り育て、発信していくために、伊賀上野

のファンづくりに取り組みたいと考えていますが、どのようにお考えですか。「第２期伊賀

市中心市街地活性化基本計画で目指す方向性について」を参考にしてお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

３．中心市街地にはどの程度の頻度で来られますか。 

 

  ①ほぼ毎日    ②週に２、３回   ③週に１回     ④月に２回 

  ⑤月に１回    ⑥年に数回     ⑦行ったことがない ⑧その他（ ） 

 

４．中心市街地へ来街する理由は何ですか。 

 

  ①家から近いから        ②職場が近いから     ③買い物に便利だから 

  ④公共施設を利用するから    ⑤好きなお店・施設があるから（具体的に： ） 

  ⑥歴史あるまちだから      ⑦まちに思い出があるから 

  ⑧メディアで紹介されていたから ⑨行ったことがない 

  ⑩その他（ ） 

例を参考に、あてはまる数字ひとつに◯をつけてください。 

+5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 

とても良い とても良くない 

+5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 

とても良い とても良くない 

例 

あてはまるものひとつに◯をつけてください。 

あてはまるものひとつに◯をつけてください。 

あてはまるものすべてに◯をつけてください。 

季刊誌「ダーコ」各号表紙 

第 2号 1-2頁 



５．10年ほど前と比べて来街する機会は増えましたか、減りましたか。 

 

 

 

 

 

６．来街頻度が変化したのはなぜですか。 

 

 

 

 

７．中心市街地でよく利用する店舗・施設はありますか。 

 

  ①特によく利用する店舗・施設がある（具体的に： ） 

  ②特に無い 

 

 

８．中心市街地の印象についてお聞かせ下さい。 

 

 

  ①活力 

  ②人情味 

  ③利便性 

  ④個性 

 

 

+5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 

とても増えた 変わらない とても減った 

理由をご記入ください（例：好きなお店が増えた・減った、雰囲気が良くなった・悪くなった） 

あてはまる数字ひとつに◯をつけてください。 

いずれかにに◯をつけ、①と答えた方は具体的な店舗・施設名称をお答えください。 

・・施。 

+5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 

+5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 

+5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 

+5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 

印象度合いについて、あてはまる数字に◯をつけてください。 

とてもあると思う どちらとも言えない 全く無いと思う 



９．あなたにとって中心市街地と聞いて特に印象が強いものは以下のどれですか。 

 

【選択欄】 ①忍者 ②商店街 ③上野市駅 ④ハイトピア伊賀 ⑤歴史・文化 

      ⑥上野城とその周辺 ⑦伊賀牛 ⑧老舗 ⑨松尾芭蕉翁 ⑩伊賀酒 

      ⑪城下町の佇まい ⑫銭湯 ⑬伊賀組紐 ⑭豆腐田楽 ⑮町家・まちなみ 

 

 

例 ⑤歴史・文化 +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 

 +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 

 +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 

 +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 

 +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 

 +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 

 

10．中心市街地の全体的な印象は 10年ほど前と比べていかがですか。 

 

 

 

 

 

11．10年ほど前と比べて、どのような点が良くなったと感じますか。 

 

  ①案内板や説明板が分かりやすくなった ②舗装が整備されて歩きやすくなった 

  ③駅前がきれいになった        ④イベントが魅力的になった 

  ⑤人が増えて賑やかになった      ⑥まちなみがきれいになった 

  ⑦特にない              ⑧その他（ ） 

 

12．10年ほど前と比べて、どのような点が悪くなったと感じますか。 

 

  ①まちがごちゃごちゃして分かりにくい ②魅力的な店舗が減った 

  ③空き店舗が増えた          ④イベントがマンネリ化している 

  ⑤活気や賑わいがなくなった      ⑥まちなみ等昔の面影が無くなった 

  ⑦特に無い              ⑧その他（ ） 

選択欄より５つ選び、それぞれの印象度合いについて、あてはまる数字に◯をつけてください。 

とても印象が良い どちらとも言えない とても印象が悪い 

あてはまるもの数字ひとつに◯をつけてください。 

+5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 

とても良くなった 変わらない とても悪くなった 

あてはまるものすべてに◯をつけてください。 

あてはまるものすべてに◯をつけてください。 



13．今後、中心市街地の満足度を高めるために必要だと感じる事業をお選びください。 

 

 ＜伊賀上野の魅力を知ってもらう事業＞ 

 ①城下町に残る老舗等の技や伝統を若い世代が見たい、行きたいと思えるよう発信する事業 

 ②多彩な魅力や商いを体験できるイベント事業 

 ③伊賀上野の日常の魅力を感じられる体験型宿泊事業 

 ④上野城と城下町について分かりやすく説明した案内板整備事業 

 ⑤伊賀上野の魅力をしっかりと伝えてくれる女性向け旅行誌等とのタイアップ事業 

 

 ＜憧れの日常につながる魅力的な商いを守り育てる＞ 

 ⑥伊賀上野の魅力にマッチした新しい店舗が常に出店したくなる事業 

 ⑦みんなが売り買いできて、日常の魅力を向上させる定期的なマーケット、マルシェ（市）開

催事業 

 ⑧城下町に残る職人の技や伝統を継承するための事業 

 ⑨町家等の歴史建築を活用した商売を応援する事業 

 ⑩伊賀上野の魅力につながる商業者の新しいチャレンジを応援する事業 

 

 ＜まちの佇まい、雰囲気を守る・創る＞ 

 ⑪城下町の佇まいを守る町家保存、まちなみ保存のための事業 

 ⑫町家等を利用した住まいを検討している人を応援する事業 

 ⑬子育て世代がまちなかに居住したくなる事業 

 ⑭まちなみに調和したモデル住宅を整備する事業 

 ⑮景観に合わない建物をまちなみにあうように除去又は修景する事業 

 

 ⑯その他（ ） 

 

 

14．あなたは自分自身を「伊賀上野ファン」だと思いますか。 

 

 

 

 

 

「伊賀上野ファン」とは・・・・ 

伊賀上野のことが好きであり、伊賀上野の良いところを語ることができ、伊賀上野のことを人におすすめしたい」とい

う方のことです。 

あてはまるものすべてに◯をつけてください。 

あてはまる数字ひとつに◯をつけてください。 

+5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 

とても思う 分からない 全く思わない 



15．もしあなた自身が伊賀市内で引越す場合、中心市街地に住みたいと思いますか。 

 

 

 

 

 

16．中心市街地以外で、普段良く利用される地区はどちらですか。またそれはなぜですか。 

 

① 平野・服部・小田（アピタ、TSUTAYA、ジョイシティ等のある地区） 

   理由をご記入下さい。▶ 

  ② 伊賀市内で①以外（                     ） 

   理由をご記入下さい。▶ 

  ③名張 

   理由をご記入ください▶ 

  ④鈴鹿 

   理由をご記入下さい。▶ 

  ⑤四日市 

   理由をご記入下さい。▶ 

  ⑥名古屋 

   理由をご記入下さい。▶ 

  ⑦大阪 

   理由をご記入下さい。▶ 

  ⑧その他（                          ） 

   理由をご記入下さい。▶ 

 

17．中心市街地を魅力あるまちとするために、ご意見ご提案がありましたらお書きください。 

 

 

 

 

 

 

18．あなた自身についてお聞きします 

性別 男・女 お住まいの地域の郵便番号 − 

年齢 〜24歳/25〜29歳/30〜34歳/35〜39歳/40〜44歳/45〜49歳/50〜54歳 

55〜59歳/60〜64歳/65〜69歳/70〜74歳/75〜79歳/80歳以上 

 

あてはまる数字ひとつに◯をつけてください。 

+5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 

とても思う 分からない 全く思わない 

あてはまるものすべてに◯をつけてください。 

ご協力ありがとうございました。 


