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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見直し、市政を再生す

ることが求められます。 

この計画において、「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を意味します。 

このため、この再生計画は政策・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。 
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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1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、さまざまな主体が人権、環境などの側面や公平・公正な組織運営にか

かわる社会的責任2を認識しながら、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、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。 

 

  

                                                   
1 補完性の原則：「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。 

2 社会的責任：かつては、企業の社会的責任（CSR）が注目されていたが、持続可能な社会の実現のため
には、企業に限らず、あらゆる組織や個人が、社会や地域を意識し、責任ある行動をすべきであるとい
う考えから、単に「社会的責任」と言われるようになった。社会的責任に関する国際規格として、国際
標準化機構（ISO）が 2010 年 11 月に発行した ISO26000 があり、この中で「社会的責任の７原則」
や「社会的責任の７つの中核主題」などが規定されている。 
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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重点的取り組みとして位置づけたものです。 

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」を確保するうえで、本市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。 

大きな課題は「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

なか、「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るとともに、病病連携3、病診連携4や

在宅医療の充実を図ることが必要です。さらに、だれ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5）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6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7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。 

●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

活支援が一体的な支援のしくみとなる「伊賀市がめざす地域包括ケアシステム」の姿を示

します。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
3 病病連携：病院同士が連携して医療を提供する体制のこと。 
4 病診連携：病院と診療所が連携して医療を提供する体制のこと。 
5 地域包括ケアシステム：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・サービス提供体制を構築すること。 

6 二次救急医療：入院や手術を必要とする患者を対象とした救急医療のこと。 
7 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。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」と言う。 
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 各主体の役割  

●市は、市長のリーダーシップのもと、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」8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 

使ったりしないなど、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 救急医療体制の確立 

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活かしながら伊賀

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、夜間・休日における比較的軽症の人を対象とした、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。 
 

【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し、

二次救急医療体制の確保に取り組みます。 
 

2014（平 26） 受入れ不能ケースの現状分析、解決に向け

ての課題を検討し、受入れ不能件数の削減

をめざします。 

2015（平 27） 取組内容の点検を行い、再度課題分析を行

います。 

2016（平 28） 二次救急実施病院等との連携強化を図り、

市民が安心できる二次救急医療体制の確保

に努めます。 
 

                                                   
8 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。 
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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。 
 

2014（平 26） 

 

 

2015（平 27） 

 

 

2016（平 28） 

市民の一次救急医療体制を確保するため、

休日及び夜間の急病者に対して、現状の診

療体制の維持確保に努めます。 

現状の実施体制 

平日：午後８時～１１時 

休日・年末年始：午前９～１２時 

午後２時～５時 

午後８時～１１時 
 

 

 

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。 

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割以上の人が地域外の病院

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 人の医師の増員をめざします。 
 

2014（平 26） 上野総合市民病院常勤医師数 17 人 

2015（平 27）       〃       19 人 

2016（平 28）       〃       21 人 
 

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。特に救急医療、災害医療、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。 
 

2014（平 26） 救急医療センター、災害医療センター、が

んセンター設置に向けた検討 

2015（平 27） 救急医療センター、災害医療センター、が

んセンターの設置 2016（平 28） 
 



10 

 

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 
 

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9などの手段・手法の活用を促します。 
 

2014（平 26） 地域連携の現状調査を行います。 

2015（平 27） 現状調査に基づく検証を実施します。 

2016（平 28） 検証結果から地域連携を促進します。 
 

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。 
 

2014（平 26） 生活圏をともにする地域も含め、医療資源

の現状や将来の医療需要等について調査

を行います。 

2015（平 27） めざすべき医療体制について、検討を行い

ます。 

2016（平 28） 将来の医療体制に係る方向性を見出し、実

現に向けて関係機関に働きかけを行いま

す。 
 

 

 

取組内容④ 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、

福祉分野の専門職にある人たちの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めざす地域包括ケアシステムの形成を進めます。 

 

                                                   
9 地域連携クリティカルパス：急性期病院から回復期病院を経て早期に地域に帰れるように診療計画を作
成し、診療にあたる複数の医療機関で共有すること。各医療機関が役割分担を決め、あらかじめ患者に
説明することで患者が入院から地域に帰るまで安心して医療を受けることができる。 
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【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。 
 

2014（平 26） 医療、介護などの専門分野との連携の強化

により、複合的な相談内容へも迅速に対応

できる福祉総合相談のしくみを実践しま

す。 

2015（平 27） 福祉総合相談や地域福祉活動を推進する

なかで見えてくる新たな地域課題を、施策

検討つなげるためのしくみをつくり、個

人、地域の課題に応じた支援基盤の検討を

行います。 

2016（平 28） だれもが住み慣れた地域で、安心して暮ら

し続けることができるための一体的な支

援のしくみとなる「伊賀市がめざす地域包

括ケアシステム」の姿を示します。 
 

 

※ 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：次頁にイメージ図）  
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