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第２章 推進計画 
１．定住環境の整備（基本方針１） 

 
定住環境の整備は、産業振興に係る施策と、生活全般に係る施策により確立します。 

 
基本施策① 産業振興による定住環境の整備 

本計画で定める産業振興に係る施策は、市民の「定住環境の整備」と、それを支える地域経済の活性化

を目的に推進するものです。 

本市が「補完性の原則※」に基づいて実施しようとする具体的な施策は「基本方針２」以降に示します

が、定住環境の整備を進めるための施策推進の方向は、市民がいきいきと働き、豊かな暮らしを確立し、

都市・農山村の魅力と共生しうる産業振興をめざすこととします。 

特に、本市の農山村地域では、人口の減少・高齢化の進展が顕著にみられるようになってきており、かつて

のような住む場と働く場（雇用の場）の関係が崩れてきています。 

こうした農山村地域において、今後地域の活力を維持・発展させていくためには、地域の暮らしの中で培わ

れてきた農業や林業などの生業（なりわい）を支え、生業と一体となった農山村地域での暮らしの場の環境を

維持していくことが必要です。 

そこで、農山村地域において居住と就労がともに継続的に可能となるよう、地域コミュニティの維持・活性

化に向けた農林業振興をめざすこととします。 

 

※「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、市町村や県、国などの大きな単位が行う」という考え方。 

 

 

基本施策② 生活全般に係る定住環境の整備 

定住環境の整備のためには、産業施策以外の様々な定住基盤の確立に係る施策の推進も必要不可欠です。

こうした施策の一層の充実が、産業振興にも大きく影響し、企業誘致の促進などにも結びついていくもの

です。 

したがって、伊賀市総合計画後期基本計画や関連計画に基づいて、直接的な産業施策ではない定住環境

に係る施策の推進を図ります。（全体的には、伊賀市総合計画後期基本計画や防災や福祉をはじめとする

生活全般に係る各部門の関連計画等を参照） 

 
 
 
 
 

（旧） 

第２章 推進計画 
１．定住環境の整備（基本方針１） 

 
定住環境の整備は、産業振興に係る施策と、生活全般に係る施策により確立します。 

 
基本施策① 産業振興による定住環境の整備 

本計画で定める産業振興に係る施策は、市民の「定住環境の整備」と、それを支える地域経済の活性化

を目的に推進するものです。 

本市が「補完性の原則※」に基づいて実施しようとする具体的な施策は「基本方針２」以降に示します

が、定住環境の整備を進めるための施策推進の方向は、市民がいきいきと働き、豊かな暮らしを確立し、

都市・農山村の魅力と共生しうる産業振興をめざすこととします。 

 

※「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、市町村や県、国などの大きな単位が行う」という考え方。 

 

 

基本施策② 生活全般に係る定住環境の整備 

定住環境の整備のためには、産業施策以外の様々な定住基盤の確立に係る施策の推進も必要不可欠です。

こうした施策の一層の充実が、産業振興にも大きく影響し、企業誘致の促進などにも結びついていくもの

です。 

したがって、直接的な産業施策ではない定住環境に係る施策として、伊賀市総合計画並びに関連計画に

基づいて、次のような施策の推進を図ります。（全体的には、伊賀市総合計画を参照） 
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２．地域資源の活用（基本方針２） 

 

地域資源の活用は、地域全体の特産品を「伊賀ブランド」として認定することにより、個別の魅力が相乗

効果を発揮する体制を確立し、様々な形で地域内において消費拡大を図って、一層、市民や来訪者に愛用さ

れる“地域ブランド※”としての価値を高め、さらに域外市場へと効果的に出荷拡大が可能となる方向をめ

ざします。 

また、各地域での地域資源を活用した産業振興と併せて、農山村の環境保全を促進することにより、各地

域から産出される特産品等の良質なイメージづくりを図り、地域特産品全体のブランド力・価値を高めます。 

これらの施策は、市内外の優れた人財の活用システムの確立を図りつつ進めます。 

 

基本施策① 既存特産品等の魅力の向上 

本市の様々な特産品は、それぞれの振興が単独で展開されてきたため、同じ「伊賀」の名称を使う特産

品であっても、魅力の相乗効果が発揮しにくい状況です。また、野菜や果樹などの農産物や農林業体験等

の活動についても同様に、それぞれの生産者等が独立した形で魅力づくりを推進している状況にあります。 

したがって、既に地域団体商標登録（地域ブランド化）されている「伊賀くみひも」をはじめ、伊賀米や伊

賀牛など個別の特産品等の品質の向上や販路拡大、情報発信・ＰＲ、木材をはじめ林産品の普及拡大を図ると

ともに、既存の特産品等の全体を対象に、統一した「伊賀ブランド」としての認定化をして付加価値を高

め、生産・販売等の関係者の協働により集約的・効果的に情報発信、PR、地域での需要・利活用の拡大が

図りうる体制づくりを進めます。 

 

 

基本施策② 新しい特産品やサービス等の開発 

本市の各地域では、多くの地域、団体、事業者、企業等が新しい特産品の開発や環境調和型の事業展開

などを図ろうとし、実践もされています。 

特に、本市を含む伊賀地域では、メディカル関連産業や環境リサイクル関連産業等を中心に、民間企業の研

究開発機能の集積が進むとともに、産学官連携地域産業創造センター「ゆめテクノ伊賀」では異業種交流や起

業支援、情報発信等が行われています。 

また、多様な働く場を確保して、市民の定住環境を拡充していくためには、伊賀市の立地特性や様々な

地域資源を活かして、新しい産業を創出していくことも必要です。 

これらの活動を促進して魅力ある商品等を「伊賀ブランド」に追加していく事は、伊賀ブランド全体の

魅力・品揃えが増大することになり、結果として既存の特産品等にとっても相乗効果による付加価値を高

めることが期待できます。 

したがって、特産品開発事業を充実させるとともに、製品化を目指す商品の開発・販路開拓への支援を図る

ことで、地域資源などを活用した新しい特産品やサービスの開発を進めます。また、産業集積や産学官の

連携を活かし、新産業の創出等を積極的に進めます。 

 

 

（旧） 

２．地域資源の活用（基本方針２） 

 

地域資源の活用は、地域全体の特産品を「伊賀ブランド」として認定することにより、個別の魅力が相乗

効果を発揮する体制を確立し、様々な形で地域内において消費拡大を図って、一層、市民や来訪者に愛用さ

れる“地域ブランド※”としての価値を高め、さらに域外市場へと効果的に出荷拡大が可能となる方向をめ

ざします。 

また、各地域での地域資源を活用した産業振興と併せて、農山村の環境保全を促進することにより、各地

域から産出される特産品等の良質なイメージづくりを図り、地域特産品全体のブランド力・価値を高めます。 

これらの施策は、市内外の優れた人財の活用システムの確立を図りつつ進めます。 

 

基本施策① 既存特産品等の魅力の向上 

本市の様々な特産品は、それぞれの振興が単独で展開されてきたため、同じ「伊賀」の名称を使う特産

品であっても、魅力の相乗効果が発揮しにくい状況です。また、野菜や果樹などの農産物や農林業体験等

の活動についても同様に、それぞれの生産者等が独立した形で魅力づくりを推進している状況にあります。 

したがって、個別の特産品等の振興や付加価値を高めていく活動とともに、既存の特産品等の全体を対

象に、統一した「伊賀ブランド」としての認定化をして付加価値を高め、生産・販売等の関係者の協働に

より集約的・効果的に情報発信、PR、地域での需要・利活用の拡大が図りうる体制づくりを進めます。 

 

 

 

 

基本施策② 新しい特産品やサービス等の開発 

本市の各地域では、多くの地域、団体、事業者、企業等が新しい特産品の開発や環境調和型の事業展開

などを図ろうとし、実践もされています。 

また、多様な働く場を確保して、市民の定住環境を拡充していくためには、伊賀市の立地特性や様々な

地域資源を活かして、新しい産業を創出していくことも必要です。 

これらの活動を促進して魅力ある商品等を「伊賀ブランド」に追加していく事は、伊賀ブランド全体の

魅力・品揃えが増大することになり、結果として既存の特産品等にとっても相乗効果による付加価値を高

めることが期待できます。 

したがって、地域資源などを活用した新しい特産品やサービスの開発、新産業の創出等を積極的に進め

ます。 
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基本施策③ 未利用資源の有効活用・保全、人財の活用 

豊かな自然、農山村環境は、本市の良好な定住環境の基盤であり、特産品等の良質なイメージの基礎と

なるものです。家畜排泄物を活用した耕畜連携農業等の推進や、バイオマス※資源により環境に優しいエ

ネルギーを創生し活用していくことは、本市の自然に対する取り組みの価値を一層高めていくものです。 

また、産業の活性化並びに地域の活性化は、優れた人財を確保してそのノウハウ等を活用することによ

り、一層効果的な推進を図ることが期待できます。 

したがって、農林業の収益性を高めるとともに農林業への関心を一層高めるために、また今後も本市の自然

に対する取り組みの価値を高めていくために、間伐材等を活用した木質バイオマスの供給、耕作放棄地等を活

用した新たな特産品づくりや景観作物の栽培、鳥獣害対策により捕獲した鳥獣を利用した商品化研究など未利

用資源の有効活用・保全を図るとともに、人財の活用システムの確立を積極的に進めます。 

 

※「地域ブランド」とは、ナショナルブランド（全国的に認知されているブランド）に対比して、地域の人々に愛

され親しまれているブランドの意味で使っている。平成18年４月には地域ブランドの育成に資するため、「商標

法の一部を改正する法律」が成立し、地域団体商標制度（地域名と商品名からなる商標が商標登録を受けられる

制度）がスタートした。 

※「バイオマス」とは、森林、穀物、草、動物糞尿などの廃棄物を再生し、エネルギー資源や堆肥として利用する

こと。 

 

 

 

 

（旧） 

 

基本施策③ 未利用資源の有効活用・保全、人財の活用 

豊かな自然、農山村環境は、本市の良好な定住環境の基盤であり、特産品等の良質なイメージの基礎と

なるものです。家畜排泄物を活用した耕畜連携農業等の推進や、バイオマス※資源により環境に優しいエ

ネルギーを創生し活用していくことは、本市の自然に対する取り組みの価値を一層高めていくものです。 

また、産業の活性化並びに地域の活性化は、優れた人財を確保してそのノウハウ等を活用することによ

り、一層効果的な推進を図ることが期待できます。 

したがって、これらの未利用資源の有効活用・保全、人財の活用システムの確立を積極的に進めます。 

 

※「地域ブランド」とは、ナショナルブランド（全国的に認知されているブランド）に対比して、地域の人々に愛

され親しまれているブランドの意味で使っている。 

※「バイオマス」とは、森林、穀物、草、動物糞尿などの廃棄物を再生し、エネルギー資源や堆肥として利用する

こと。 
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３．産業の多面的機能の発揮（基本方針３） 

 

産業がもつ多面的な機能の中でも、主として誘客機能、市民の暮らしの支援（生活物資や生活サービス等

の提供）機能、雇用創出機能に着目して次のような施策を進め、市域全体の自然、集落、市街地機能の保全・

活性化をめざします。 

 

基本施策① 拠点地域の育成・誘導 

拠点地域の育成・誘導は、市内全体の地域資源の有効活用、並びに市民の日常的な暮らしの向上を図る

ため、中心市街地の活性化とともに、市内の各地域での拠点形成を進めます。 

 

基本施策② 各地域における各種体験活動等の促進 

各種体験活動等の提供は、市民も対象として、市内各地域における資源を余すところ無く活用して、促

進します。 

 

基本施策③ ネットワーク形成にも寄与する産業施策の推進 

「生活全般に係る定住環境の整備（基本方針１・②）」における鉄道、バス、道路、駐車場に関する施

策とともに、産業振興施策においても付帯機能等として配慮しながら交通機能の拡充を図るとともに、観

光マップや案内標識など案内機能の充実や各地域の観光拠点や資源を結ぶ周遊コースづくりを進め、市域全体

で様々な体験・交流・学習が円滑に図りうるネットワーク形成を進めます。 

 

基本施策④ 市全体の観光・体験・交流の連携システムの構築 

本市への観光客（市内外の客数で、ゴルフ場利用者は含まない）は、平成22年現在で270万人となって

います。 

今後は、観光に対するニーズの多様化等を踏まえ、狭義の観光関係者のみではなく、伝統工芸士、地域住民

や行政、農林業者や商工業者等の幅広い関係者が一体となって、持続可能性の高い地域企画型（着地型）観光

をめざし、市街地における歴史的・文化的資源、農山村地域での暮らしぶりやそこで培われてきた農林業など、

その地域にしかない豊かな資源等を活かしながら体験・交流・学習を柱とした観光振興を図ります。 

また、京阪奈・信楽地域など近郊の観光地との広域的な連携を図りながら、ミニ観光圏の創造を進め、相乗

効果により魅力の向上・来訪者の確保を図ります。 

 

基本施策⑤ 働く場の維持・拡充 

商工業等の第２次産業や第３次産業については、地域資源など、本市の魅力とは直接的に関連性の少な

いものもありますが、市民の多様な雇用機会を確保する観点からは重要な役割を果たしており、これまで

の既存の企業活動等への支援、積極的な企業誘致施策などを継続的に進めて振興を図ります。 

また、市民の多様な雇用機会を確保するとともに市民生活の質の向上等の観点から、福祉や教育、情報など

地域に根づく対人サービス産業の振興を図るとともに、出産や育児、介護などで退職した女性や高齢者等ので

就労意欲のある人の雇用・就労を促進していきます。 

 

（旧） 

３．産業の多面的機能の発揮（基本方針３） 

 

産業がもつ多面的な機能の中でも、主として誘客機能、市民の暮らしの支援（生活物資や生活サービス等

の提供）機能、雇用創出機能に着目して次のような施策を進め、市域全体の自然、集落、市街地機能の保全・

活性化をめざします。 

 

基本施策① 拠点地域の育成・誘導 

拠点地域の育成・誘導は、市内全体の地域資源の有効活用、並びに市民の日常的な暮らしの向上を図る

ため、中心市街地の活性化とともに、市内の各地域での拠点形成を進めます。 

 

基本施策② 各地域における各種体験活動等の促進 

各種体験活動等の提供は、市民も対象として、市内各地域における資源を余すところ無く活用して、促

進します。 

 

基本施策③ ネットワーク形成にも寄与する産業施策の推進 

「生活全般に係る定住環境の整備（基本方針１・②）」における鉄道、バス、道路、駐車場に関する施

策とともに、産業振興施策においても付帯機能等として配慮しながら交通機能の拡充を図り、市域全体で

様々な体験・交流・学習が円滑に図りうるネットワーク形成を進めます。 

 

 

基本施策④ 市全体の観光・体験・交流の連携システムの構築 

本市への観光客（市内外の客数で、ゴルフ場利用者は含まない）は、平成17 年現在で290万人となって

います。 

本市の魅力の維持・創出とその連携化とともに、適切な情報発信を進めて市内外からの誘客を促進して

さらに観光客数の増大を図り、人々を暖かく迎え入れて魅力を享受してもらえる体制づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

基本施策⑤ 働く場の維持・拡充 

商工業等の第２次産業や第３次産業については、地域資源など、本市の魅力とは直接的に関連性の少な

いものもありますが、市民の多様な雇用機会を確保する観点からは重要な役割を果たしており、これまで

の既存の企業活動等への支援、積極的な企業誘致施策などを継続的に進めて振興を図ります。 
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４．都市と地域の共生・対流の推進（基本方針４） 

 

農山村・歴史・文化・温泉等の地域資源は、合併により質も、量も、魅力も飛躍的に拡大しました。この

豊かな地域資源をもとに様々な体験・交流・学習機能の増強を進め、その波及効果を有効に活用して、次の

ように地域産業全体の６次産業※化を進めます。 

 

※「６次産業」とは、農林水産物の生産をベースとした加工、販売、サービス提供などへの事業展開で、第１次×第２

次×第３次という算式から使われています。 

 

 

基本施策① 農のある暮らしなどの提供 

各地域においては、現在も、祭りやイベントの開催、各種体験の場の提供、地場産品の直売等が行われ

ており、今後も、これらの活動が大きく増大していく傾向が伺えます。 

農のある暮らしなどの提供活動は、農山村への誘客を促進し、体験活動の提供により収益を確保するだ

けでなく、地域内での消費需要の拡大とともに、地域そのものの付加価値を高めていく基礎となる活動で

あり、各地域での体験・交流・学習機会の増大を促進します。 

 

 

基本施策② 地域産業全体の６次産業化 

本市では、地域産業の体質強化を促進するために、各企業の経営力の強化、異業種・同業種交流などを

促進してきました。 

こうした中で、森林ゾーンや農住ゾーン内の多くの地域で、地域資源なども活用した農林業の多角化や、

新たな働く場の創生を目途にした様々な体験・交流・学習活動機会の拡充が進められようとしています。 

これらの活動の促進を大きな契機と捉え、農林業の新たな担い手やこれまで農林業を支えてきた高齢者の

人たちの働く場・生きがい等を確保するため、農林業の収益性の向上につながるような農林業自身の６次産

業化とともに、農林業と地域の製造・販売・飲食・宿泊業、企業と地域、企業間など様々な連携を進めて、

地域産業全体の６次産業化を進めます。 

 

 

 

 

 

 

（旧） 

４．都市と地域の共生・対流の推進（基本方針４） 

 

農山村・歴史・文化・温泉等の地域資源は、合併により質も、量も、魅力も飛躍的に拡大しました。この

豊かな地域資源をもとに様々な体験・交流・学習機能の増強を進め、その波及効果を有効に活用して、次の

ように地域産業全体の６次産業※化を進めます。 

 

※「６次産業」とは、農林水産物の生産をベースとした加工、販売、サービス提供などへの事業展開で、第１次×第２

次×第３次という算式から使われています。 

 

 

基本施策① 農のある暮らしなどの提供 

各地域においては、現在も、祭りやイベントの開催、各種体験の場の提供、地場産品の直売等が行われ

ており、今後も、これらの活動が大きく増大していく傾向が伺えます。 

農のある暮らしなどの提供活動は、農山村への誘客を促進し、体験活動の提供により収益を確保するだ

けでなく、地域内での消費需要の拡大とともに、地域そのものに付加価値を付けていく基礎となる活動で

あり、各地域での体験・交流・学習機能の増大を促進します。 

 

 

基本施策② 地域産業全体の６次産業化 

本市では、地域産業の体質強化を促進するために、各企業の経営力の強化、異業種・同業種交流などを

促進してきました。 

こうした中で、森林ゾーンや農住ゾーン内の多くの地域で、地域資源なども活用した農林業の多角化や、

新たな働く場の創生を目途にした様々な体験・交流・学習活動機会の拡充が進められようとしています。 

これらの活動の促進を大きな契機と捉え、農林業自身の６次産業化とともに、農林業と地域の製造・販

売・飲食・宿泊業、企業と地域、企業間など様々な連携を進めて、地域産業全体の６次産業化を進めます。 
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５．利益性の高い産業構造の確立（基本方針５） 

 

利益性の追求は、基本的には各企業や事業者が推進すべきものです。 

一方で、利益性の追求のためには必要不可欠であっても、各企業や事業者あるいは農林業者が、個別また

は小さなグループ等の単位で推進しても効果のあまり期待できないものなどがあることも現実です。 

したがって、これらの小さな単位では実践できにくい施策の内、地域全体として効果が期待でき、必要不

可欠な施策を地域全体で進めることを基本として、次のような施策を推進します。 

 

基本施策① ブランド力の高い商品等の開発のための支援・誘導体制の確立 

近年の大学などの研究機関では、地域社会・地域産業との連携により、自らの研究成果を活かしていく

運営が図られています。 

本市は、医療・健康・福祉関連産業の集積をめざす三重県のメディカルバレー構想※の中で、薬事産業

集積地ともされており、三重TLO※や、三重大学のシーズ※を活用して、様々な産業の振興に寄与するため、

産学官連携地域産業創造センター「ゆめテクノ伊賀」を活用し、新連携化事業の促進や新産業育成のインキ

ュベート機能※の構築を進め、ブランド力の高い商品等の開発のための支援・誘導体制を確立します。 

 

※「メディカルバレー構想」とは、県内の大学や研究機関、企業、サービス事業者などによる有機的なネットワー

ク（産業クラスター）を形成し、競争力のある産業構造への転換を促すとともに、新事業やベンチャー企業を連

鎖的に生み出し、さらには新たな産業集積を図る構想。 

※「三重TLO」とは、三重県内の大学などの研究成果や新技術を産業界に橋渡しする組織。 

※「シーズ」とは、研究成果。企業が消費者に新しく提供する新技術・材料・サービス。 

※「インキュベート機能」とは、“インキュベート”は“卵をふ化する、雛を保育する”という意味で、これから

転じて新規に独立開業や創業間もないベンチャー企業、企業の新しい事業展開等の支援を行う機能。 

 

 

基本施策② 商品等を効率的に提供するための支援体制の確立 

新商品や既存の特産品が消費者の心を捉え、消費者の支援を得ながら、付加価値を高めていくためには、

新商品や既存の特産品のデザイン開発・改良、パッケージ等のデザインから、販売戦略、PR まで、経営

全般に渡るデザイン力の向上が必要です。 

また、特産品等の一層の魅力を高めた販売や、広く社会への普及を図っていくためには、アンテナショ

ップ※などと言われているような消費者の反応を調査し、さらに自らの経営改善に役立てていくような情

報収集等の場が必要です。 

さらに、魅力的な商品等の生産拡大を図って消費者に確実に届けていくためには、流通機能の強化も必

要です。 

したがって、商品等を効率的に開発し、消費者に提供していくため、こうした個々の企業等では取り組

みにくい分野での支援体制の確立を進めます。 

 

※「アンテナショップ」とは、製造・流通業者などが、新製品を試験的に販売する店。パイロットショップなどと

も言う。 

 

（旧） 

５．利益性の高い産業構造の確立（基本方針５） 

 

利益性の追求は、基本的には各企業や事業者が推進すべきものです。 

一方で、利益性の追求のためには必要不可欠であっても、各企業や事業者あるいは農林業者が、個別また

は小さなグループ等の単位で推進しても効果のあまり期待できないものなどがあることも現実です。 

したがって、これらの小さな単位では実践できにくい施策の内、地域全体として効果が期待でき、必要不

可欠な施策を地域全体で進めることを基本として、次のような施策を推進します。 

 

基本施策① ブランド力の高い商品等の開発のための支援・誘導体制の確立 

近年の大学などの研究機関では、地域社会・地域産業との連携により、自らの研究成果を活かしていく

運営が図られています。 

本市は、医療・健康・福祉関連産業の集積をめざす三重県のメディカルバレー構想※の中で、薬事産業

集積地ともされており、三重TLO※や、三重大学のシーズ※を活用して、様々な産業の振興に寄与するため、

産学官の連携による研究開発拠点を創出し、新連携化事業の促進や新産業育成のインキュベート機能※の

構築を進め、ブランド力の高い商品等の開発のための支援・誘導体制を確立します。 

 

※「メディカルバレー構想」とは、県内の大学や研究機関、企業、サービス事業者などによる有機的なネットワー

ク（産業クラスター）を形成し、競争力のある産業構造への転換を促すとともに、新事業やベンチャー企業を連

鎖的に生み出し、さらには新たな産業集積を図る構想。 

※「三重TLO」とは、三重県内の大学などの研究成果や新技術を産業界に橋渡しする組織。 

※「シーズ」とは、研究成果。企業が消費者に新しく提供する新技術・材料・サービス。 

※「インキュベート機能」とは、“インキュベート”は“卵をふ化する、雛を保育する”という意味で、これから

転じて新規に独立開業や創業間もないベンチャー企業、企業の新しい事業展開等の支援を行う機能。 

 

 

基本施策② 商品等を効率的に提供するための支援体制の確立 

新商品や既存の特産品が消費者の心を捉え、消費者の支援を得ながら、付加価値を高めていくためには、

新商品や既存の特産品のデザイン開発・改良、パッケージ等のデザインから、販売戦略、PR まで、経営

全般に渡るデザイン力の向上が必要です。 

また、特産品等の一層の魅力を高めた販売や、広く社会への普及を図っていくためには、アンテナショ

ップ※などと言われているような消費者の反応を調査し、さらに自らの経営改善に役立てていくような情

報収集等の場が必要です。 

さらに、魅力的な商品等の生産拡大を図って消費者に確実に届けていくためには、流通機能の強化も必

要です。 

したがって、商品等を効率的に開発し、消費者に提供していくため、こうした個々の企業等では取り組

みにくい分野での支援体制の確立を進めます。 

 

※「アンテナショップ」とは、製造・流通業者などが、新製品を試験的に販売する店。パイロットショップなどと

も言う。 
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基本施策③ 農林業振興のための基礎的な体制づくり 

農林業では、近年、担い手の減少と高齢化、野生の鳥獣（とりわけ、猿、猪、鹿等）による生産物被害

等への対応が地域共通の課題となっています。 

農林業の停滞は、居住地周辺における農地や林地の荒廃をもたらし、各地域の定住環境の悪化とともに、

市民共有の財産である豊かな自然の魅力の低下や自然災害に対する防災機能の低下に直結します。 

したがって、集落営農組織の育成強化や営農組織の法人化を進め、地域営農の基礎となる推進体制をつくる

とともに、林業についても認定林業事業体※を中心に多くの人々の協働により林業が営める体制づくりを進め

ます。また、地域住民や関係団体と連携しながら、有害鳥獣対策の推進を、農林業振興の基礎的な施策とし

て推進します。 

 

※「認定林業事業体」とは、林業労働力の確保の促進に関する法律（平成８年法律第 45 号）に基づき、林業を主業

とする事業体の代表者から申請された林業事業体改善計画を県の認定委員会で審査し、知事により認定された事

業体。新規参入者確保のための雇用・就労条件の改善等には、多大の経費負担を必要とすることから、経営体質

を強化するための合理化も一体的に図るものであり、今後も永続的に労働力を有し、林業活動を担う中核的な事

業体。 
 

 

基本施策④ 農林業生産基盤の整備 

ほ場の整備や老朽ため池の整備、農道整備など、農作物の生産性を高めるための農業生産基盤の整備を進め

るとともに、木材生産機能の高い森林地域を中心とした森林管理や林業経営に重要な路網整備、林地の境界確

定や所有者の明確化、環境林としての森林整備等を進めます。 

 

 

基本施策⑤ 優れた立地特性を活かした企業誘致の推進 

本市は中部圏・関西圏の中間に位置し、名阪国道を軸に中部国際空港や関西空港、名古屋港や四日市港、大

阪港へのアクセス利便性にも優れています。 

こうした優れた立地特性を最大限活用し、名阪国道沿線の民間の工業団地を中心とした企業誘致を支援する

とともに、三重県のメディカルバレー構想の中心的集積地であるゆめぽりす伊賀に隣接する産業立地ポテンシ

ャルの高い区域では、行政が主導的な役割を担いながら、民間による調査・開発を含め、新たな産業用地の確

保を図ります。 

 

（旧） 

 

基本施策③ 農林業振興のための基礎的な体制づくり 

農林業では、近年、担い手の減少と高齢化、野生の鳥獣（とりわけ、猿、猪、鹿等）による生産物被害

等への対応が地域共通の課題となっています。 

農林業の停滞は、居住地周辺における農地や林地の荒廃をもたらし、各地域の定住環境の悪化とともに、

市民共有の財産である豊かな自然の魅力の低下に直結します。 

したがって、多くの人々の協働により農林業が営める体制づくりと、有害鳥獣対策の推進を、農林業振

興の基礎的な施策として推進します。 
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６．産業の次世代確保と人材育成（基本方針６） 

 

次世代の産業は、以上のような地域活性化施策を推進することにより、既存産業の育成・強化とともに、

立地しうる可能性のある産業の中で、自然・歴史・文化環境と調和の図りうる産業（少なくともこれらを阻

害しない産業）を、ベンチャー企業※や隙間産業※への展開、対人サービス産業も含めた新規創業(起業)、適

地への企業誘致の促進により、出来るだけ多く確保し、また相互に連携を図りつつ持続可能な複合的な産業

群により構成することをめざします。 

この次世代産業を持続可能な状況で維持・発展させていくためには、人材の育成が肝要であり、地域ぐる

みによる諸施策を実施して、産業力の育成強化を進めます。 

 

※「ベンチャー企業」とは、新しい分野にチャレンジ精神を持って、成功への道のりの戦略を有しているような企業。 

※「隙間産業」とは、大手企業のサービスや商品の｢ニッチ：すきま｣を狙った産業のことで、今まで見過ごされていた

分野や大企業が手を出せない小さな市場を狙った産業のことで、最小のコストで、最大の効果が出せる産業の一つと

言う意味でも使われる言葉。 

 

基本施策① 産業の次世代を担う人材育成 

産業の次世代を担う人材育成については、市民が仕事を通じて自己実現を果たすことが可能な状況を構

築すること、人口減少社会においても各産業の振興の基礎となる担い手を確保することが可能な状況を構

築することを基本目標として推進します。 

現状では「情報網によって、誰でも、いつでも、どこでもサービスが受けられる」ことについて市民の

満足度が非常に低い状況にあり、人材育成の対象は市民及び市外の人々も対象になることから、多様な情

報媒体を活用して情報提供を図るとともに、各支所や市民活動支援センター等も活用してきめ細かく窓口

等を明確化しながら諸施策を進めます。 

 

基本施策② 地域ぐるみによる農林業を担う人材確保・育成 

農林業の新たな担い手を確保するため、集落営農組織の育成や６次産業化による農林業の収益性の向上を図

るとともに、住民自治協議会等と連携しながら、地域にみられる空き家や耕作放棄地の活用など、新たに農業

や林業に取り組む意向を持つ人を地域として迎え入れることができるような環境づくりや支援を進めます。ま

た、農業や林業に少しでも関心を持ってもらえるような農林業体験や学習機会の提供等を図ります。 

一方、農林業はこれまでの農山村地域の暮らしの中で培われてきた生業であり、今は高齢者となった地域の

人たちが育み・培ってきたものです。農林業の活性化を持続的に図っていくためには、新たな担い手の確保に

加え、こうした高齢者を主体とした地域の人たちが、これからも地域の農林業を支えていってもらえるように

することが重要です。 

そこで、自ら生産した農林産品を販売できる場を身近に確保したり、新たに農林業に就労する人たちに技術

や知識を伝承する場を確保するなど、住民自治協議会等と連携しながら、高齢者の生きがいづくり・生活支援

と連携した農林業振興策を展開していきます。 

 

 

 

（旧） 

６．産業の次世代確保と人材育成（基本方針６） 

 

次世代の産業は、以上のような地域活性化施策を推進することにより、既存産業の育成・強化とともに、

立地しうる可能性のある産業の中で、自然・歴史・文化環境と調和の図りうる産業（少なくともこれらを阻

害しない産業）を、ベンチャー企業※や隙間産業※への展開、対人サービス産業も含めた新規創業(起業)、適

地への企業誘致の促進により、出来るだけ多く確保し、また相互に連携を図りつつ持続可能な複合的な産業

群により構成することをめざします。 

この次世代産業を持続可能な状況で維持・発展させていくためには、人材の育成が肝要であり、地域ぐる

みによる諸施策を実施して、産業力の育成強化を進めます。 

 

※「ベンチャー企業」とは、新しい分野にチャレンジ精神を持って、成功への道のりの戦略を有しているような企業。 

※「隙間産業」とは、大手企業のサービスや商品の｢ニッチ：すきま｣を狙った産業のことで、今まで見過ごされていた

分野や大企業が手を出せない小さな市場を狙った産業のことで、最小のコストで、最大の効果が出せる産業の一つと

言う意味でも使われる言葉。 

 

基本施策① 産業の次世代を担う人材育成 

産業の次世代を担う人材育成については、市民が仕事を通じて自己実現を果たすことが可能な状況を構

築すること、人口減少社会においても各産業の振興の基礎となる担い手を確保することが可能な状況を構

築することを基本目標として推進します。 

現状では「情報網によって、誰でも、いつでも、どこでもサービスが受けられる」ことについて市民の

満足度が非常に低い状況にあり、人材育成の対象は市民及び市外の人々も対象になることから、多様な情

報媒体を活用して情報提供を図るとともに、各支所や市民活動支援センター等も活用してきめ細かく窓口

等を明確化しながら諸施策を進めます。 

 


