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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、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、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。 

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、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。それとともに、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、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3）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4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5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

活支援が一体的に提供されるしくみ（地域包括ケアシステム）を確立します。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 病病連携：病院同士が連携して医療を提供する体制のこと。 
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のこと。 
3 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。 

4 二次救急：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。 
5 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」という。 
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 各主体の役割  

●市は、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。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」6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 

使わないなど、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生かしながら伊賀

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。 
 

【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） 地区外搬送や受入れ不能ケースの現状分析

を行います。 

2015（平 27） 現状分析を受け、解決に向けての課題を探

ります。 

2016（平 28） 地区外搬送や受入れ不能件数の削減を目指

します。 
 

                                                   
6 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） 現状の診療体制を維持しつつ、一次救急を

担う応急診療所の役割等の普及啓発を行

います。 

2015（平 27） 現状の診療体制を維持しつつ、一次救急を

担う応急診療所の役割等の普及啓発を行

います。 

2016（平 28） 現状の診療体制を維持しつつ、一次救急を

担う応急診療所の役割等の普及啓発を行

います。 
 

 

 

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割以上の方が地域外の病院

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 人の医師の増員を目指します。 
 

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 
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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） 
 

 

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7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） 生活圏を共にする地域も含め、地域医療の

実態調査を行います。 

2015（平 27） 調査に基づく、検討を行います。 

2016（平 28） 将来の医療体制に係る、方向性の検討を行

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、

福祉分野の専門職である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目指す地域包括ケアシステムの形成を進めます。 
 

【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 

                                                   
7 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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【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） 「保健・医療・福祉分野の多職種連携8」

「自助・互助・共助のしくみづくり9」「福

祉総合相談のしくみづくり」の 3 つの施策

展開から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） 誰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

や、自助・互助・共助・公助のしくみとな

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）  

                                                   
8 保健・医療・福祉分野の多職種連携：2012(平成 24)年度から、医師やケアマネジャー、社会福祉士、
保健師などの専門職により、「医療ニーズのある人が住み慣れた地域で生活し続けることができるしく
みづくり」の検討を進めています。 

9 自助・互助・共助のしくみづくり: 2013(平成 25)年度から、地域における個人や地域の課題を、地域の
中での支え合いのしくみにより、課題解決を図るための組織づくりに向けた計画的な支援に着手しまし
た。 
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「観光・農林業連携プロジェクト」 
 

 伊賀市の再生の中での位置づけと課題 

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、市民の「観光のまち」としての意識を高めていく必要があります。 

一方、農山村集落においては、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っています。このため、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だけでなく、農地や森林が持つ水源の涵養、災害の防止等

の公益的機能が低下し、将来の展望が描けない地域が増えています。このようななか、現在

国では、農地の集積、集約化でコスト削減を目的に、農地の中間的受け皿「農地中間管理機

構」の整備が進められています。 

今後、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、伊賀市のフ

ァンをつくることにより、市外からの交流人口を増やし、域内消費を拡大したり、市外に向

けて伊賀市の特産品を売り出したり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」という意識を市民全体で共有すると同時に、総合的かつ長期

的な視点から、農林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必要です。また、

これらが連携した「伊賀ブランド」の確立に総力を挙げて取り組まなければなりません。 

 

 ３年間でめざす成果  

●伊賀市全体で着地型観光10を進め、観光入込客の増加を図ります。 

●伊賀市のファンを増やし、市民も故郷の良さを再発見できるように情報を発信します。 

●菜の花プロジェクトをはじめとして「６次産業化11・農商工連携12」を進めます。 

●「人・農地プラン13」の作成・管理を進めます。 

●農林業における多様な担い手の育成・確保に努め、地産地消を推進します。 

●森林の持つ多面的機能の増進や、木質バイオマス利用を進めます。 

 

 

 

 

 

                                                   
10 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。 

11 6次産業化：1 次産業としての農林業と、2 次産業としての製造業、3 次産業としての小売業等の事業
の融合を図り、農林産物等に新たな付加価値を生み出す仕組み。 

12 農商工連携：農林業者と商工業者が互いの「技術」「ノウハウ」を持ち寄り、新しい商品の開発やサー
ビスの提供、販路の拡大に取り組むこと。 

13 人・農地プラン：集落・地域が抱える「人と農地の問題解決」のため、集落・地域の話し合いによって、
今後の中心となる経営体や農地の集積の方法など、地域農業のあり方を計画すること。 
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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。 

●市民一人ひとりが伊賀の良さに気づき、伊賀市をＰＲし、来訪者に対し「おもてなしの心」

で接します。 

●市は、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14をはじめ、強力に情報発信を進め、

これらが連携した「伊賀ブランド」の確立に取り組みます。 

●市は、「人・農地プラン」の作成・管理、多様な担い手の育成・確保、森林の公益的機能の

回復のため、地域の課題を整理し、適切な支援に取り組みます。 

 

 ３年間に実行する取り組み 

取組内容① 着地型観光の促進 

伊賀市の風土や地域資源を生かした、「着地型観光」のしくみを確立し、伊賀市全体で誘客

を促進します。 
 

【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 

着地型観光の推進 

 

 

観光客を受け入れる小規模な組織（パートナー）を育成す

ることで体験・学習型メニューを多数用意し、集中的に販

売、実施することによって伊賀市への誘客を促進します。 

市街地や周辺農村部の生活文化、伝統行事、景観などの地

域資源を「観光商品」へと磨きあげることで、観光地とし

ての地域の魅力を高め、受け入れ側の「おもてなしの心」

を醸成します。 
 

2014（平 26） パートナーの発掘・育成を重点的に行い、

体験・学習型メニューをカタログ形式にま

とめて販売する事業を試行的に実施しま

す。 

2015（平 27） 試行的実施をブラッシュアップし、全国に

発信する体制を整えます。 

2016（平 28） 体験・学習型メニューを 100 程度確保して

伊賀市の観光事業として確立します。 
 

                                                   
14 トップセールス：自治体や企業のトップ（長）が自らその自治体や自社を売り込むこと。 



11 

 

取組内容② 情報発信の推進 

伊賀市のファンをつくるため、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するなど、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・計画の推進】市政への市民参加の推進 

【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 

【関連政策】情報共有と市民参加 
 

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。また、観

光関係や農林業関係などの団体と連携した情報発信に努

め、統一的な「伊賀ブランド」の発信を行います。 
 

2014（平 26） 都市圏（東京・大阪を想定）の商業・観光

団体等との連携体制を整備し、双方にとっ

てメリットのあるキャンペーンを試行的

に実施します。 

2015（平 27） 試行の問題点を整理し、キャンペーン自体

をブラッシュアップします。 

2016（平 28） 都市圏（東京・大阪を想定）の商業・観光

団体等との連携したキャンペーンの継続

的・発展的な実施が可能となる体制を構築

します。 
 

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（ギ

フト専用パンフ）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。また、

市民や観光関係団体を対象に「誘客」や「おもてなし」の

勉強会などを開催します。 
 

2014（平 26） ギフト専用パンフを年間２回 7 万部制作

し、市内の商業者を中心に利活用を呼びか

けます。 

着地型観光事業とリンクした形で、「誘客」

や「おもてなし」の勉強会などを開催し、

観光ガイドやパートナーの育成を行いま

す。 
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2015（平 27） ギフト専用パンフの利用者の増加を進め

ると共に、観光ガイドやパートナーのネッ

トワーク化を行います。 

2016（平 28） ギフト専用パンフを１０万部程度コンス

タントに発送できる体制を整えると共に、

観光ガイドやパートナーのネットワーク

を、着地型観光事業などに参加することを

通じて、さらに拡大させる体制を構築しま

す。 
 

（仮称）ふるさとサポーター制度

の活用 
本市の知名度やイメージの向上を促し、本市のファンづく

りを活発化させるため、本市に関心を持ち、応援していた

だける市内外の人びとを募集する「（仮称）ふるさとサポ

ーター制度」を積極的に活用し、伊賀市の魅力の発見・発

信・共有を進めます。 
 

2014（平 26） 広報･観光パンフレットなどの情報を提供

し、サポーターの人的ネットワークを通

じ、様々な機会で市の魅力を紹介します。 

2015（平 27） 市外でのイベントの際には、開催地近隣の

サポーターとともに情報を発信します。 

2016（平 28） シンポジウムなどを開催し、市とサポータ

ー、またサポーター同士の情報共有を進

め、さらなる魅力発信につなげます。 
 

 

取組内容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

加工・販売や観光資源として活用する取り組みを支援し、地域産業の「６次産業化・農商工

連携」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】人と人とが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、地域の特産品として

販売に取り組むとともに、地産地消に努めます。また、使
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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）15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。 
 

2014（平 26） 菜の花の目標栽培面積 60ｈａ 

2015（平 27） 菜の花の目標栽培面積 65ｈａ 

2016（平 28） 菜の花の目標栽培面積 70ｈａ 
 

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。 
 

2014（平 26） 農林商工業、観光産業等が連携するきっか

けとなる機会を増やし、連携事業の増加に

取り組みます。 

2015（平 27） 農林畜産物や特産物等、連携事業で開発し

た商品等を販売する機会を創出します。 

2016（平 28） 開発した商品の安定した生産と販路確保

を図りブランドとしての定着を図ります。 
 

 

取組内容④ 持続可能な農業の推進 

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」

の問題を解決することや、そのために多様な担い手の育成・確保を図るなど、持続可能な地

域づくりを進めます。 
 

【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】人と人とが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、推進します。また、策定後の進行管理

に努めます。 
 

2014（平 26） 人・農地プラン作成集落カバー率 50/195 

2015（平 27） 人・農地プラン作成集落カバー率 85/195 

2016（平 28） 人・農地プラン作成集落カバー率 120/195 
 

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

                                                   
15 BDF（バイオディーゼルフューエル）：菜種油などの生物由来の油や食用油の廃油などからつくられる
軽油代替燃料のこと。 
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を促進します。 
 

2014（平 26） 集落営農組織の法人化数（団体） 15 

2015（平 27） 集落営農組織の法人化数（団体） 20 

2016（平 28） 集落営農組織の法人化数（団体） 25 
 

 

取組内容⑤ 森林の公益的機能の回復 

森林の整備を進め、木材利用を推進し、林業の活性化を図ります。また、地域住民が行う里

山林の保全管理活動を推進し、人と獣の住み分けを図ります。 
 

【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】人と人とがつながる元気な農林業のまちづくり 
 

関連施策名 内  容 

森林環境整備 間伐等を促進し、森林の持つ多面的機能を増進します。ま

た、荒廃している里山林や竹林の手入れをする地域ぐるみ

の活動を支援します。 
 

2014（平 26） 地域ぐるみの里山整備活動を支援する事

業を開始します。 

2015（平 27） 環境林整備事業、里山整備活動実施地域の

拡大を図ります。 

2016（平 28） 環境林整備事業、里山整備活動の成果を検

証し、今後の啓発に努めます。 
 

林業の活性化 公共施設の木造化や木質バイオマス16利用を進め、林業の

活性化を図ります。 
 

2014（平 26） 木質バイオマスの収集・利用方法の検討・

実証を行います。 

2015（平 27） 木質バイオマス利用の地域取り組み（木の

駅プロジェクト）を開始します。 

2016（平 28） 地域材の利用と木質バイオマス利用取り

組みを推進します。 
 

 

 

 

                                                   
16 木質バイオマス：木材からつくられる再生利用が可能なエネルギー源で、間伐材や木屑などがある。 


