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４ 産業振興 
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政策１ 地域資源を活かした活力あるまちづくり 

基本施策① 持続的で個性的な農林業を実践する 
基本施策番号 

42 

【生活課題】 地域の特徴を活かした農林業が持続している 

  

≪現状と課題≫ 

本市は、農業を基幹産業として位置づけ、農業振興に取り組んできました。しかしながら、農業者の

高齢化・後継者や担い手の不足・採算性の悪化等により、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。 

農業の舞台となる農地は、耕作放棄地が増加傾向にありますが、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、多様な機能を活かしつつ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業の活性化に取り組む必要があります。 

このため、農用地の集積化をより一層促進するしくみを構築することで農地の荒廃防止に取り組み、

農業の維持・再生を図る一方、経営の安定化に向けて農業収益を高めながら、営農組織や認定農業者な

らびに新規就農者等を支援し、担い手を確保していかなければなりません。 

また、農業の生産基盤である農道や用排水路などの整備が進み、農業生産の効率化が図られてきまし

たが、施設の老朽化も進んできており、施設の更新や改修が課題となっています。今後も、各地域の特

性や地域資源を活かしつつ収益性の高い産業構造の確立を目指した農業基盤の整備と、良好な生活環境

の創造に向けた総合的な地域振興を図っていくことが課題となっています。特に、県営伊賀地区広域農

道（伊賀コリドールロード）の全面開通や計画中の基幹農道の早期開通が望まれます。 

一方、本市の森林地域は市域の東部から南部に広がり、総面積は３４，０１９ha となっています。こ

れらの地域では古くから林業が盛んで、スギ・ヒノキの植林が進み、市の森林全体の約５６％を人工林

が占めています。 

しかし、林業を取り巻く状況を見ると、木材価格の下落や外材による流通市場の席巻により、その採

算性は著しく低下しています。加えて、林業従事者の減少、高齢化等により林業の経営状況は非常に厳

しく、その結果、優良材育成には不可欠な間伐などの施業が十分になされていない森林が増加している

のが現状です。 

林業を維持するには、施業地の団地化、林道・作業道の整備、施業の機械化の促進、担い手の育成や

木材流通加工体制の整備などに、緊急に取り組む必要があります。同時に、人工林の複層林1化、広葉樹

林化など環境林としての森林整備も必要です。 

 

                                                  
1 複層林：複数の樹冠層（高さが異なる樹層）を持つ森林 材木を択抜により部分的に伐採することにより、太陽光線を

高度に利用し、樹木の成長量の増加を図るなどの効果が期待できる。 
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■農家数及び経営耕地面積（地目別）の推移 

   平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年※ 

 総農家数（戸） ７,４５３ ６,７３４ ６,１０１ ５,３９４

 自給的農家（戸） １,２９８ １,３４４ １,４９６ １,４７６

 専業 ５０６ ５０３ ５９３ ６５４

 第１種兼業 ５９６ ３０３ ４８４ ２９１

 

販売農家（戸） 

第２種兼業 ５,０５３ ４,５８４ ３,５２８ ２,９７３

 総面積 ８,２８５ ８,０１０ ５,２５２ ４,８７３

 田 ７,００８ ６,７３８ ４,９２２ ４,５５４

 畑 ９８５ １,０３５ ２８０ ２６７

 

農地地目別（ｈａ） 

樹園地 ２９２ ２３７ ５０ ５２

※平成 22 年数値については概数値                           資料：農林業センサス

 

≪施策の方向≫ 

施策１  地域活性化計画（後期推進計画）の策定 

「地域まちづくり計画」と連携しながら、地域が持つ豊かな自然条件や歴史的、社会的特性を活かし、

地域や地域産業が抱えるさまざまな課題を解決し、あわせて地域の有する公益的機能を増進するととも

に、秩序と均衡のある地域の活性化を図るため、「地域活性化計画」を点検・評価し、後期推進計画を

策定します。 

 

施策２  多様な担い手や集落営農の育成確保 

地域営農の基礎となる推進体制をつくるため、認定農業者の確保や農地集積化の促進に努めるととも

に、地域営農の核となる中核的担い手農家の育成確保に努めます。あわせて、農業従事者の高齢化の進

行や荒廃農地の増加による農業環境の変化に対応し、土地利用型農業の生産性の向上と農地の有効利用

を図るため、集落営農組織の育成強化や営農組織の法人化に努めます。 

更に、適切な農業生産活動の継続による農地保全に対し支援します。 

また、定年退職者の農回帰や他産業従事者からの転職などによる新規就農者や青年・女性の就農を支

援・促進します。 

 

施策３  農業生産性の向上 

生産性の高い水田農業を確立するため、担い手や営農の組織化を推進するとともに、地産地消の推進、

都市との交流など組織相互の有機的なネットワーク化を進めます。また、伊賀米をはじめ特色ある果

樹・野菜・花卉園芸の振興に向けて、特産地化を目指した面的・量的増加と質的向上に努めます。特に、

農業従事者の減少、高齢化が進行していることを踏まえ、自立・継続し得る営農の推進・定着化に向け

て、地域逸品ブランド2の普及拡大や栽培技術の確立・経営の安定性向上を推進するとともに、農業改善

計画の支援に努めます。畜産については、伊賀牛の振興を図り、畜産農家の経営安定化に努めるととも

に、バイオマス3技術の活用をはじめとする環境問題への対策を促進します。 

                                                  
2 地域逸品ブランド：地域で 1つの優れた特産品をつくり、ブランドとして発信していくこと 
3 バイオマス：８ページ参照 
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施策４  農村生活環境の向上 

快適でうるおいのある農村生活を実現するため、農村集落の有する豊かな自然や伝統文化等の地域資

源を活用し、都市との交流を促進するほか、美しい里山や田園空間を保全しつつ農村総合整備計画に基

づき生活排水施設等の生活環境施設の整備に努めます。 

特に本市の農業の一体的な発展と集出荷等の流通機構の一元化を図り、近代的広域営農効率生産団地

の形成を促進するため、伊賀コリドールロードをはじめ基幹農道の早期開通を働きかけます。 

 

施策５  農業生産基盤の整備 

農作物の生産条件を高めるため、ほ場の区画整理や老朽ため池の整備、頭首工の整備や農業用用排水

施設の整備を図り、水利用の安定化による農業用水不足の解消と効率的利用、農地の排水条件の改善を

進めます。また、高付加価値農業に取り組む生産団地を形成するなどの一定要件を備えた農道区間につ

いては、農産物の安定集荷のための農道舗装に取り組みます。 

国土調査法に基づき、地籍の明確化を図るため引き続き地籍調査事業の推進に努めます。 

 

施策６  林業生産基盤の整備 

木材生産機能の高い地域を中心に、森林管理や林業経営に重要な路網整備を進め、建設コストを抑え

た林道・作業道・作業路の新設・整備を推進することにより、就労条件の改善、森林整備の効率化、コ

ストの軽減に繋げ、林業地域の活性化を図ります。 

 

施策７  林業生産・流通の振興 

林業の振興を図るため、地産地消による伊賀材の利用促進を図り、プレカット4等による木材加工・流

通の流れを生み出すとともに、森林組合等による森林施業を促し、森林施業地の団地化や高性能林業機

械の導入等により木材搬出の合理化に努めます。 

 

施策８  新たな林業の展開 

間伐材等を利用した木質バイオマス5の活用など、新しい取り組みを推進します。 

 

施策９  有害鳥獣対策の推進 

有害鳥獣による被害を防止するため、有害鳥獣を地域に近づけないことを基本に、地域住民や猟友会

等関係団体と連携し、銃器による駆除や地域の実情に応じた侵入防止対策に努める一方、鳥獣保護にも

視点を置きながら、野生生物の生態に合わせた抜本的な対策について検討を進めます。 

                                                  
4 プレカット：建築物の構造物を作る際、これまで建築技術者が手作業で行ってきた木材への墨付け・切り込み作業を、

機械に置き換えて行うこと 
5 木質バイオマス：バイオマスの中で、木材からなるもの 主に、樹木の伐採や造材のときに発生した枝、葉などの林地

残材、製材工場などから発生する樹皮やのこ屑などのほか、住宅の解体材や街路樹の剪定枝などの種類がある。 
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施策１０  農林業を通じた交流活動の推進 

都市住民等に、農村で活動する機会や食と農への認識を深める契機を提供することで、グリーンツー

リズム6の取り組みを推進します。具体的には、体験学習や農業体験を通じて、学校関係者、企業、ＮＰ

Ｏや農業団体等との連携を深め、都市と農村の相互の情報発信力の強化や交流人口増加による農村の活

性化を推進します。 

 

施策１１  効果的・効率的な施策の推進体制 

既存の施策の見直しや新たな施策の導入に際しては、その考え方や具体的内容が生産現場に速やかに

浸透するよう、関係者に対する周知・徹底をします。県・農業団体をはじめ、森林組合や地域の関係者

が一体となり、女性の積極的な参画を得て、新たな施策が農林業の現場で具体的取り組みとして展開さ

れるよう、人材育成や組織づくりを推進します。 

 

 

（主な事業） ○ 地域活性化計画及び後期推進計画策定事業 

○ 中山間地域等直接支払交付金事業 

○ 循環型農業実現モデル推進事業 

○ 農山村・移住交流活性化推進事業 

○ 耕作放棄地再生利用緊急対策事業 

○ ふるさと水と土保全対策事業 

○ 農地・水・環境保全向上対策事業 

○ 市単土地改良事業 

○ 土地改良施設維持管理適正化事業 

○ 基盤整備促進事業 

○ 県単土地基盤整備事業 

○ 農商工連携促進事業 

○ 国土調査事業 

○ 県単林道整備事業 

○ 緊急間伐推進事業 

○ 美しい森林づくり基盤整備事業 

○ 森林基盤整備事業 

○ 森林保育造林事業 

○ 鳥獣害防止事業 

○ 有害鳥獣駆除事業 

（数値目標）  現状値(平 21) 目標値(平 22) 目標値(平 27)

 ◇営農組織等 75 団体 113 団体  90 団体 

 ◇水稲作付計画 4,054ha 4,162ha  4,200ha 

 ◇水稲販売計画 12,792ｔ 14,969ｔ  13,000ｔ 

                                                  
6 グリーンツーリズム：農村や漁村での長期滞在型休暇 都市住民が農家などにホームステイして農作業を体験したり、

その地域の歴史や自然に親しむ余暇活動 
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基本施策② 伊賀ブランドの価値を高め、売り出す 
基本施策番号 

43 

【生活課題】 全国の人が、伊賀の特産物を認めている 

 

≪現状と課題≫ 

国の伝統的工芸品である「伊賀組紐」が、平成２０（２００８）年１月１１日に地域団体商標7（地域

ブランド）の認定を受け、地域ブランドとして全国的に広まることが期待されます。今後も全国的な知

名度を高めるためにも、他品目についても地域団体商標の認定の推進に取り組む必要があります。 

一方、バイオマスタウン構想により、「菜の花プロジェクト」の取り組みも動きはじめています。今

後も住む人にも訪れる人にも愛される魅力ある地域の活力として、地場産業を発展的に継承していくた

めに、他産業との連携、積極的なまちづくりへの活用、ＰＲ活動などにより、イメージや認知度を高め

ていく必要があります。 

また、本市でも地産地消の取り組みが進んでおり、青空市や農産物直売所などで市民が地場産品を手

に入れやすくなってきています。今後も、農林業やその加工産業については、安全・安心、新鮮な農林

産物を提供するため、低農薬、無農薬や有機栽培の推進により、自然で安心な伊賀ブランドを確立して

いく必要があります。 

 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  経営体質の強化 

伊賀組紐など伝統的手法の継承に加え、企業との共創によって開発された商品を支援・促進するため、

地域団体商標の認定の推進や後継者育成を図るとともに、関係機関との連携を強化し、商品開発力や経

営力の向上のための指導・研修体制の充実に努めます。 

 

施策２  販路拡大、ＰＲの展開 

地域産品を広く紹介するため、観光宣伝事業に合わせて特に購買力のある大都市圏へのＰＲを行うな

どの支援に努めます。また、物産振興関係団体に対して、販路拡大の機能強化を働きかけながら、その

支援に努めます。 

新たな特産品を生み出すため、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・

販路開拓への支援に努めます。 

 

施策３  他産業との連携促進 

多種多様な地域資源を活用して、新たなビジネスチャンスの創出に向けた取り組みを促進します。 

体験型観光の観光振興や伝統的産業である「伊賀組紐」、「伊賀焼」と農林業など他産業との連携を進

め、新たな販路拡大に努めます。 

                                                  
7 地域団体商標：６ページを参照 
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施策４  高付加価値化の推進 

「伊賀米・伊賀牛」の生産に伊賀地域全体で取り組むことや、環境や景観に配慮した農業を推進する

ことで、地域産物の高付加価値化と伊賀ブランドの確立に努めます。 

 

施策５  新たな農業の展開 

安全・安心志向など消費者のニーズの変化に対応して、有機栽培、無農薬栽培など環境保全型農業の

導入を促進するとともに、消費者との交流を深め「消費者に顔の見える農業」の展開に努めます。「伊

賀米（伊賀のコシヒカリ）」など地域農産物の安全・安心な供給と消費拡大を図るため、学校給食食材

への導入体制づくりや、青空市をはじめ地産地消の推進に努めます。また、農産物に新技術を活かした

事業を組織的に展開するとともに、６次産業化8の促進を図り、経営の安定と定着化の確立に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○ 伊賀ブランドづくり事業 

○ 伊賀ブランド情報発信事業 

○ 特産品開発推進事業 

○ 菜の花プロジェクト 

（数値目標）  現状値(平 21) 目標値(平 22) 目標値(平 27)

 ◇青空市・農産物直売所 21 か所 20 か所  25 か所 

 ◇伊賀ブランド認定数 21 商品 25 商品  26 商品 

                                                  
8 ６次産業化：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る。 
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基本施策③ 資源ともてなしの心を活かし、観光を振興する 
基本施策番号 

44 

【生活課題】 観光客が増えている 

 

≪現状と課題≫ 

本市は、大阪・名古屋の大都市圏から１時間半と非常に恵まれた位置条件を有しています。古くから

京都や奈良の文化に影響を受けながらも、四方を山に囲まれた伊賀盆地独特の風土を培ってきており、

豊かな自然のなかで育まれてきた農林業、温泉、伊賀組紐や伊賀焼等の伝統的産業、上野城、伊賀流忍

者博物館、だんじり会館、芭蕉関連施設など、独自の文化を形成してきた伊賀特有の資源が多くありま

す。また、伊賀まちかど博物館や、いがうえの語り部の会等の取り組み、中心市街地活性化の活動、伊

賀ブランドづくり実現の会、伊賀学検定制度の実施など、市民や商工業者が中心となった種々な取り組

みや活動も活発になされています。 

しかし、大都市圏に近いこともあって、日帰り通過型の観光が大部分を占め、消費活動につながりに

くく、資源や素材が多くありながら活かされていないことや、観光客の交通手段としての公共交通機関

を利用した本市へのアクセスなどに問題点がみられ、観光入込数は、景気の低迷などと相まって、減少

しはじめ、現在は停滞傾向にあります。 

このことから、伊賀上野ＮＩＮＪＡフェスタ、上野天神祭など既存の観光資源の魅力の充実や観光資

源となりうる素材の発掘等によるテーマ型観光の充実と育成を進め、まち巡りや地域を周遊する着地型

観光商品の開発、提供体制づくりに取り組む必要があります。 

また、情報の発信・提供も含めた観光推進体制の確立や、観光ニーズに対応した受け入れ環境の整備・

充実が必要です。 

 

 

■観光レクリエーション入込客数 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：産業建設部商工労働観光課 

 

 

（人） 
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≪施策の方向≫ 

施策１  豊かな観光資源の活用 

忍者、芭蕉、上野城といった従来からの観光資源に加え、自然、農林業、工芸体験、城下町めぐり、

まちかど博物館といったテーマ型観光を充実させ、観光の魅力を構築します。 

 

施策２  回遊型観光の振興 

上野市駅前地区第一種市街地再開発事業をはじめとする中心市街地のまちづくりと連動し、城下町を

歩いて楽しむ「まちなか観光」の振興を図ります。あわせて、市内の随所に点在する個性的な観光資源

をじっくり味わってもらうため、観光マップや案内標識など案内機能の充実を図ります。更に、各地域

の観光拠点や市内２１か所の駅を起終点とした周遊コースづくりや語り部の活用など、着地型観光9を推

進することにより滞在時間の増加を目指します。 

 

施策３  観光地としての魅力の熟成 

多様化･個性化する観光ニーズに対応するため、資源の掘り起こし、地域・住民のアイデンティティ10

の形成などによって、地域が持つ価値の発見･再構築を図り、地域への愛着と「もてなしの心」の醸成

につなげます。また、市民活動やお店などによる体験活動提供や新たな魅力創出のための取り組みの支

援や効果的な情報発信を行うことにより、常に魅力が熟成されていく観光振興を図ります。 

更に、多くの人々に地域の魅力を知ってもらうため、外国人観光客の誘致など戦略的な誘客宣伝に努

めます。 

 

施策４  地域の特色ある観光振興 

市内各地域に豊富に存在する魅力ある自然景観や有形無形の文化財、伝統行事、伝統産業などの観光

資源を活かしながら、各地域のまちづくりとも連動して、四季折々に訪れたくなるような地域ごとの賑

わい観光の創出やグリーンツーリズム11の推進を図ります。 

 

施策５  広域連携による観光振興 

京阪奈・信楽地域などの近郊の観光地との連携や、忍者を共通のテーマとする甲賀地域、芭蕉ゆかり

の地との連携など、広域的なテーマ型観光を推進し、相乗効果による地域の観光の魅力向上を図り、来

訪者の増大を目指します。 

 

施策６  観光産業の振興 

関連事業者の相互連携を強化し、地場産業の観光的活用の促進等、本市の自然・文化などを活かした

誘引力のある商品企画の提供に努め、地域への経済効果が高い滞在型観光の推進を図ります。 

また、観光事業者の経営基盤の強化を図り、新たな需要を掘り起こし、観光産業のイメージアップと

ＰＲの展開に努めます。 

                                                  
9 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 
10 アイデンティティ：同一性 主体性 
11 グリーンツーリズム：118 ページを参照 
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（主な事業） ○ 地域資源活用事業 

○ 街なみ環境整備事業 

○ 中心市街地活性化事業 

○ 語り部育成事業 

○ 菜の花プロジェクト 

○ 観光情報発信事業 

○ 観光誘客促進事業 

○ 着地型観光商品開発事業 

○ 伊賀･甲賀連携事業 

○ 伊賀･名張･津連携事業 

（数値目標）  現状値(平 21) 目標値(平 22) 目標値(平 27)

 ◇観光客入込客数 3,140,009 人 3,000,000 人 3,000,000 人
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政策２ 日常生活に不便さを感じないまちづくり 

基本施策① 住む人にとって魅力ある商店・商店街をつくる 
基本施策番号 

45 

【生活課題】 身近な地域で日常の買い物が済ませられる 

 

≪現状と課題≫ 

本市の小売商業施設は、大規模施設の大多数が郊外に立地し、市街地部は比較的中・小規模商店の集

積地となっています。そのほとんどは商店街を形成し、日常の個店ごとの商行為を補完する形で共同体

活動を営んでいます。 

中心商店街においては、空き店舗や空き地が増え、商業基盤の低下が見られることから、平成２０（２

００８）年度に策定した「中心市街地活性化基本計画」のなかで、こうした空き店舗や空き町家を活用

し、新規参入者の出店支援を推進しています。 

一方、市街地を除く地域では、主要道路の沿線に郊外型の店舗が立地するほか、旧町村の中心部にお

いて、わずかに商店が集積する程度です。市民の多くはマイカーでの買い物を志向し、さほど不便を感

じていないと言えますが、高齢者などの日常的な買い物の利便を考えると、地域に密着した店舗を維持

していくことが必要です。 

このことから、消費者ニーズの高度化・多様化や消費行動の変化などに対応できる店づくりや、商店

街の活性化を図る取り組みが必要です。 

 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  中心市街地活性化の推進 

コンパクトでにぎわいのある中心市街地のまちづくりを目指すため、多様な民間主体が参画する中心

市街地活性化協議会を中心に広範かつ総合的なタウン・マネジメント12活動に取り組みます。 

 

施策２  個店の機能強化と商店街機能の充実 

多様な顧客ニーズに対応するためのサービスの提供、地域産品を活用した新商品の開発等、魅力ある

店づくりと継続的な集客と賑わいを創出する商店街を形成するため、また、観光客・市民双方が利用可

能な商店街機能を構築するため、不足業種の補充、商店街事業への支援内容の見直し、事業者に対する

事業内容の工夫を促しながら、費用対効果の観点に立った支援に努めます 

 

施策３  中心市街地への誘客の強化 

中心市街地に点在する空き家・空き店舗等を活用した集客イベントの開催、魅力ある商品・個店づく

り、歴史的・文化的な地域資源を活用、また、コレクションや伝統の技、手仕事などを仕事場の一角や

個人の居宅などで館長さんの語りとともに見ることができる新しい形の博物館であるまちかど博物館

などにより、来訪者がまちなかを回遊する施策に取り組みます。更に、歩行者の快適性、安全性、利便

性を確保する案内板や歩道、休憩所やトイレ整備などの環境整備を推進します。 

                                                  
12 タウン・マネジメント：主に中心市街地を都市計画、商業、コミュニティなどの複合的な要素から、都市経営の視点

で一体的に整備し、まちの活性化を図ろうとするもの 
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施策４  住みよいまちの実現と意欲の高揚 

生活者の視点に立って、憩いの空間等を整備するとともに地域コミュニティの活力向上を促進します。

また、各個店、商店街、地元住民が一体となって進める楽市・楽座などのイベントの継続的な開催によ

り、関係者の連帯感、結束力を高めるとともに、もてなしの高揚を図ります。 

 

施策５  商業活動の促進 

地域に密着する持続可能な近隣型の商業活動を促すため、商工会議所や商工会との連携により、経営

基盤の強化・安定化等を図ります。また、今後の商業の担い手を育成するため、商工会議所、商工会や

まちづくり会社と連携し、チャレンジショップ13の設置、起業家を対象とした商業経営などの講座の開

催などを支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○ 中心市街地等商店街活性化事業 

○ 空き店舗対策事業 

○ 市民イベント開催事業 

○ 商業後継者育成事業 

○ 中小商工事業者等育成事業 

（数値目標）  現状値(平 21) 目標値(平 22) 目標値(平 27)

 ◇卸・小売業数 1,173 人 

（平 19）

1,150 人  1,181 人 

 ◇空き店舗・町家の活用（増加

数⇒総数） 

3 店舗増 

（現状 7店舗）

5店舗増  - 

（10 店舗）

                                                  
13 チャレンジショップ：商店街の空き店舗などを活用し、店舗開業を希望する人に、一定期間、格安に賃貸する起業支

援形態のこと 
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政策３ 雇用の場が充実しているまちづくり 

基本施策① 地元に魅力的な雇用の場をつくる 
基本施策番号 

46 

【生活課題】 若者も含め、地元に働きたくなるような職場がある 

 

≪現状と課題≫ 

社会経済情勢や産業構造が変化するなか、雇用の安定と市民生活の安定向上を図るためには、新たな

就業機会の確保、技術革新などの変化に対応した人材の育成、職業能力の向上に努めるとともに、高齢

者や障がいのある人の雇用の促進、勤労者の福祉の向上などに努める必要があります。また、女性、ニ

ート14の自立支援や、定年退職者の能力を活用することが必要となっています。 

平成２１（２００９）年４月には、産学官連携地域産業創造センター「ゆめテクノ伊賀」が設置され、

ここを拠点として情報発信や異業種交流に取り組んでいます。しかし、認知度がまだ低いため、今後と

もＰＲをしていく必要があります。また、研究成果などの実績がないため、共同研究相手なども少なく、

施設の有効活用などの課題を抱えています。ゆめテクノ伊賀内のインキュベーション15ルームにおいて

は、インキュベーションマネージャーがサロン等を活用した起業相談も実施しています。しかし、企業

の第二創業的な事業が多く、純粋な意味でのインキュベーションはほとんどない状態です。 

また、平成２１（２００９）年１１月には、新しく事業所情報発信支援システム「いがパートナーね

っと」を立ち上げ、求人の情報発信に努めていますが、現在のところ、登録数が少なく、有機的な利用

が図れているとは言いがたい現状です。その他、年２回合同就職セミナーを開催しており、地域の企業

と学生、ＵＪＩターン16希望者などの定着を図っており、ハローワークにおいても独自で高校生や障が

い者向けの就職セミナーを開催していますが、昨今の経済情勢から参加企業数は減少傾向にあります。 

 

 

■有効求人倍率の推移 

 

資料：三重労働局職業安定課

 

                                                  
14 ニート：83 ページを参照 
15 インキュベーション：incubation とはふ化の意 卵をふ化させるのに例えて、起業が軌道に乗るまでの間、資金やノ

ウハウ、設備などの支援を行うこと 
16 ＵＪＩターン：Ｕターン＝地方から都市部へ移住した人が再び地方の生まれ故郷に戻ること、Ｊターン＝地方から都

市部へ移住した人が生まれ故郷の近くの都市に戻り定住すること、Ｉターン＝出身地とは別の地方に移り住むこと、を合

わせた総称 

（倍） 



127 

≪施策の方向≫ 

施策１  産学官連携による交流や事業展開等の促進 

ゆめテクノ伊賀を活用し、三重大学をはじめとする高等教育機関と企業等との産学官の連携を強化す

ることにより、セミナーやフォーラムなど、情報交換できる交流の場を設け、企業関係者など人的ネッ

トワークを強化し、地域資源を活用し、企業の高度化、高付加価値型産業への転換を目指すとともに大

学等との連携強化を図り、新規事業展開や販路拡大、新産業の創出・育成や研究開発機能の誘致促進を

図ります。 

 

施策２  内外への情報発信・提供の充実 

産学官連携など、新聞、ＴＶ、雑誌、業界紙などに対し情報を継続して発信していくことで、関係業

界・団体等の注目を促すとともに、各メディアへの掲載・採用を促進することにより効率的かつ戦略的

な広報活動を展開します。また、経済動向やトピックについての情報を、連携交流やインターネットな

ど多様な手法で収集・提供し、情報の共有化を図ります。 

同時に地域の事業者が直接情報を発信することで、地域の事業者間や事業者と市民を結びつけ、地域

内での経済活性化を促進します。 

 

施策３  起業活動への支援 

産学官連携によるベンチャー17やニッチ（隙間）産業18の展開を促すため、新規創業に対する情報提供

や支援を行います。また、福祉、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ります。 

ゆめテクノ伊賀を活用しながら、会議所や商工会と連携して起業支援を図ります。 

 

施策４  女性や高齢者などの雇用促進 

出産や育児、介護などで退職した女性も含め、安定した就職を希望する就労意欲のある人の雇用を促

進します。団塊世代を始めとする退職者の人材の有効活用について、産業活動のスムーズな技術継承を

支援するとともに、関係機関と連携しながら新しい雇用の創出を図ります。また、シルバー人材センタ

ー事業への支援を通じて高齢者の就労を促進します。更に、ニート等の若年者の社会復帰のため、関係

機関・団体等と連携しながら支援していきます。 

 
施策５  情報提供と相談機会の充実 

関係機関との密接な連携のもとに、若年労働者はもとより、中高年や障がいのある人などの市内定着

に向けた就職情報の提供に努めるとともに、勤労者の個性を活かす職業能力の開発への支援に努めます。 

 

                                                  
17 ベンチャー：新技術や高度な知識を軸に、大企業では実現しにくい創造的・革新的な経営を展開する小企業のこと 
18 ニッチ産業：隙間産業とも呼ばれ、市場の一部で、特定の需要があるものの規模が小さいため、大手資本が手をつけ

ないような市場を開拓し、商品やサービスの供給を行おうとするもの 
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（主な事業） ○ 産学官連携の推進 

○ 異業種交流事業 

○ 「いがパートナーねっと」の活用 

○ 起業の促進 

○ 雇用創出促進事業 

○ 就職セミナー開催 

（数値目標）  現状値(平 21) 目標値(平 22) 目標値(平 27)

 ◇シルバー人材センターの会員

数 

1,083 人 1,150 人  1,306 人 

 ◇就職セミナー参加者数 280 人 240 人  250 人 
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基本施策② 企業誘致により雇用の場を増やす 
基本施策番号 

47 

【生活課題】 企業が進出し、雇用の場が増える 

 

≪現状と課題≫ 

本市の特徴は中部圏・関西圏の中間に位置し、名阪国道を軸に両圏の中部国際空港、関西空港、名古

屋港、四日市港、大阪港に約９０分以内でアクセスでき、関西・中部両経済圏が重なる活動拠点として

優れた立地条件を兼ね備えています。 

一方、景気動向では若干回復傾向にあるものの依然として雇用状況は厳しく、一層の悪化も懸念され

ることから、企業の投資意欲も減退している現状です。 

今後も、新名神高速道路の開通等インフラ整備が進むなか、物流拠点としての企業立地をはじめ、優

良企業の誘致に向けて取り組む必要があります。 

また、県の産業集積施策「メディカルバレー構想」の中心的集積地である「ゆめぽりす伊賀クリエイ

トランド」の産業用地が完売となりましたが、更に新産業の創出や企業誘致を進めるため、今後も民間

用地、民間遊休地への誘致を図るとともに、新たな企業用地の確保が必要です。 

中小企業にとっては景気低迷のなか、２１世紀にふさわしい産業・雇用創出に向け産業構造の改革が

求められています。地方分権での特色ある地域づくりからも今後一層地域間競争の激化が予想され、そ

れに耐えうる新産業の創出は不可欠になっています。 

 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  広域的、戦略的な企業誘致活動 

全国的な企業の投資情報を把握するため、県や独立行政法人都市再生機構と連携し、経済動向を考慮

しながら戦略的に情報収集を行う一方、産学官民連携で全国的な人的ネットワークを有する任意組織や

市内企業団との交流・情報の交換を行うことで、投資情報の収集を行いながら企業誘致活動を行い、な

かでも中枢管理機能の誘致に努めます。 

また、地域的なポテンシャルについて、経済産業省中部経済産業局や日本貿易振興機構（ジェトロ）

と連携し、海外を含む物流に対する企業の動向把握を行いながら企業誘致活動を行います。 

 

施策２  新産業の展開 

中部圏と関西圏が重なる立地特性を活かし、働く人にとっても、住む人にとっても魅力的な人・モノ・

情報の交流機能を兼ね備えた新産業の起業化に向けて、市民の気運を醸成するとともに、産学官連携地

域産業創造センター「ゆめテクノ伊賀」を活用しながら、集客交流や研究開発就業機能などを持つ拠点

の創出を行います。 
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施策３  基盤の整備 

伊賀・名張地域産業活性化基本計画に基づく「メディカル関連産業19」や「感性価値指向型産業20」の

集積・立地を更に進めるため、名阪国道沿線の遊休地や産学官連携地域産業創造センター「ゆめテクノ

伊賀」が所在する「ゆめぽりす伊賀」周辺地域を、新産業創造拠点として位置づけ、民間主導による調

査・開発も含め、新たな産業用地の確保に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○ 海外情報収集事業 

○ 異業種交流会（INS・KNS）開催事業 

○ 新産業の創出・育成 

（数値目標）  現状値(平 21) 目標値(平 22) 目標値(平 27)

 ◇企業立地件数 334 社 400 社  350 社 

                                                  
19 メディカル関連産業：薬事関連産業（医薬、化粧品、健康食品等）のこと 
20 感性価値指向型産業：「感性価値」とは、生活者の感性に働きかけ、感動や共感を得ることによって顕著化する価値の

こと 「安全」、「安心」、「本物」などを付加価値とする産業を指す。 
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政策４ だれもが働きやすいまちづくり 

基本施策① 仕事と子育てを両立できる職場環境をつくる 
基本施策番号 

48 

【生活課題】 働く親が、子どもを育てながら働ける環境が整っている 

 

≪現状と課題≫ 

我が国の急速な少子化の進行は、労働力人口の減少、社会保障財源への影響、家庭や地域における子

どもの育成環境の変化など、将来の我が国の社会経済に大きな影響を及ぼすものであると危惧されてい

ます。 

また、女性が子どもを産み育てながら働き続けることを希望しつつもそれをためらう要因の一つとし

て、仕事と子育てが両立しやすい職場環境が十分に整備されていないことが課題となっています。 

国では、少子化対策として、若者の自立・教育、男性の働き方の見直し等を含めた幅広い視点で次世

代育成支援対策推進法に基づく取り組みを進めてきました。その後、平成１９（２００７）年には「ワ

ークライフバランス（仕事と生活の調和）憲章」と行動指針を定め、働きながら家庭生活も充実させら

れるように職場や社会環境を整える方向性を打ち出しています。 

このため、勤労者が働きながら子どもを産み育てやすい雇用環境を整備し、仕事と子育ての両立の負

担感を軽減することが重要であり、多様なニーズに対応する保育サービスや幼児教育等の充実、また、

児童の健全育成に努めるとともに育児休業制度や介護休業制度の普及定着を図る必要があります。 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  安心でゆとりある勤労者生活の実現 

安心でゆとりある勤労者生活に向けて、教育資金や住宅資金の貸付など、勤労者福祉事業についての

支援を行うとともに、活動の場となる施設の効率的利用と整備促進に努めます。また、ストレスを感じ

ず、仕事と生活の調和をよりよく保つため、ワークライフバランス21の考え方の普及に努めます。 

 

施策２  労働環境の向上に向けた指導・啓発 

関係機関と連携しながら、労働基準法に照らして、労働時間や 低賃金などの労働環境に関する指導

に努めるとともに、女性や障がい者等の雇用に関し、関係する法律等の理解を企業等に求め労働環境整

備に努めます。また、次世代育成支援等の観点からの育児・介護・子の看護休業制度などの普及促進に

努め、柔軟な就労形態や、ワークシェアリング22など、働き方の見直しを促す啓発活動を進めます。 

 

（主な事業） ○ 勤労者福祉支援事業 

○ 仕事と子育てを両立できる環境啓発事業 

（数値目標）  現状値(平 21) 目標値(平 22) 目標値(平 27)

 ◇市役所男性職員の育児休業取

得者数 

1 人 3 人  3 人 

                                                  
21 ワークライフバランス：ワーク(仕事)とライフ(仕事以外の生活)を調和させ、性別・年齢を問わず、だれもが働きや

すいしくみをつくること 平成 19（2007）年 12 月には、働き方の改革を促す「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ

ランス）憲章」と、具体的な数値目標を示した「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定された。 
22 ワークシェアリング：労働時間の短縮などにより、より多くの人で仕事の総量を分け合うこと 
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５ 交流基盤 
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政策１ 市内外を移動しやすいまちづくり 

基本施策① 広域的な道路・交通環境を整備する 
基本施策番号 

49 

【生活課題】 市外への交通アクセス手段があり、地元から通勤通学できる 

 

≪現状と課題≫ 

本市の道路網の骨格は、名阪国道のほか国道５路線（国道２５号、１６３号、１６５号、３６８号、

４２２号）、主要地方道１１路線、一般県道２９路線から成り、広域的な交流を支える都市間幹線道と

して、また市民の日常的な生活行動や生活活動を支える基盤として重要な役割を担っています。 

なかでも名阪国道は、自動車専用道路として地域経済に大きく寄与しているとともに、中部圏と近畿

圏を結ぶ国土軸である名神高速道路の代替機能の役割を果たしてきています。近年では日交通量が約５

万台と、依然として過密路線であるものの、大型混入率が約４割と若干低下し、新名神高速道路の開通

の影響がうかがえます。しかし、交通事故は依然として減少せず、周辺道路を含め交通停滞が生じてい

るため、自動車専用道路として求められている安全性、快適性、利便性に支障を来たすとともに、沿線

の生活環境の悪化を招いているのが現状です。こうした状況を受けて、本線路肩拡幅、側道整備、イン

ターチェンジ改良、遮音壁の設置などの整備が進められていますが、引き続き、走行車両の安全性の向

上、定時制の確保、道路利用者サービスの向上、沿道の生活環境保全等が求められます。 

更に、名阪国道と名神高速道路を連結する南北縦貫の重要路線として、地域高規格道路23に指定され

ている名神名阪連絡道路については、東西軸に比べて整備が遅れがちな南北軸を強化していくため、関

係市町村との連携を図り、整備を強く要請し、また、これらの路線に加え、国道５路線、主要地方道、

一般県道において、重要な改良・整備路線として位置付けられている路線については、事業主体である

県に対して早期に事業効果が現れるよう働きかけていく必要があります。 

本市の鉄道網は、市北部にＪＲ関西本線とＪＲ草津線、南部に近鉄大阪線が通り、市外への通勤や通

学、市外からの観光客の交通手段として利用されており、両線を結ぶ伊賀鉄道伊賀線が市内を縦貫して

います。 

鉄道は、大量輸送と定時制など安定した輸送を得意としており、電化などの近代化整備を行うことは、

鉄道の持つ特性を 大限に発揮させることとなり、人と物の交流を活発化し、地域の経済圏や文化圏を

拡大させる効果を生みます。しかしながら、ＪＲ関西本線は大阪と名古屋を 短距離で結ぶ国土幹線上

の重要な路線であるにも関わらず、加茂・亀山間は、依然として単線、非電化であり、高速性、利便性

に欠け、幹線鉄道の役割を十分に発揮していない状態が続いています。このため整備促進団体等を組織

し、事業者に対して積極的な要望活動を進めていますが、実現には至っていないのが現状です。今後も

三重県、京都府をはじめ沿線関係自治体、整備促進団体と連携し、一体となってＪＲ関西本線の電化の

早期実現を目指していく必要があります。一方、ＪＲ草津線は、単線での運行により限られた運行本数

であるため、輸送力増強のためには、複線化整備が必要です。 

伊賀鉄道伊賀線については、乗客の減少により事業者であった近鉄単独での維持が困難な状況となり、

平成１９（２００７）年に伊賀鉄道株式会社が設立されました。しかし、乗客は依然として減少傾向に

あり、活性化に向けた取り組みを早急に実施する必要があります。そのためには、利用促進活動ととも

                                                  
23 地域高規格道路：高規格幹線道路と一体となって、地域発展の核となる都市圏の育成や地域相互の交流促進、空港・

港湾などの広域交流拠点との連結等に資する路線のこと 
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に、市駅前再開発をはじめとする駅周辺の施設整備等を行い、利便性の向上にも取り組む必要がありま

す。 

 

 

■ＪＲ関西本線駅別旅客乗車人員（年間） 

 

 資料：三重県統計書

 

■近鉄大阪線・伊賀鉄道伊賀線旅客乗車人員（年間） 

 481,953 466,757
516,072

458,295

596,372

567,949

607,218
634,598

673,375
704,509

510,417 500,957 479,110
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■輸送人員（１日あたり） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 資料：近畿日本鉄道株式会社

 

≪施策の方向≫ 

施策１  高速交通網の整備促進 

名阪国道については、準高速化に向けた整備、各インターチェンジの改良や沿線利用向上のための側

道の整備を引き続き関係機関に要請します。 

また、東西軸に比べ整備が遅れている南北軸を強化・充実させるため、名神名阪連絡道路の整備を促

進するとともに、名阪国道から国道１６５号までの区間について地域高規格道路として計画化すること

を関係機関に要請します。 

 

施策２  広域道路網の整備促進 

市の南北軸の強化を図るため、国道３６８号や国道４２２号の改良整備が早期に完成するよう要請し

ていきます。また、他の国道についても、混雑区間のバイパス建設や未改良区間の改良整備、老朽橋の

架け替えを要請します。 

生活幹線道路である県道については、未改良箇所が多く残っている箇所の整備に向け、関係機関へ強

く要請するとともに、県道に架かる老朽橋の早期架け替えを要請します。 

 

施策３  鉄道の利便性向上 

市外への通勤・通学や市外からの観光客の交通手段となるよう、ＪＲ、近鉄の両鉄道事業者に対し、

運行本数や駅での接続、直通列車の設定や特急列車の停車増など、利便性向上を要望します。また、バ

リアフリー24化やパークアンドライド25に対応した駅の整備を要望し、それに対応した駅周辺整備を進め、

市民や観光客に対して、環境にやさしい鉄道の利用を促します。 

 

施策４  ＪＲ関西本線・草津線の整備促進 

人と物の交流を活発化し、地域の経済圏や文化圏を拡大させるため、ＪＲ関西本線加茂から亀山間の

電化やＪＲ草津線の複線化について、他の沿線関係自治体、関係団体と一体となって取り組みます。 

                                                  
24 バリアフリー：38 ページを参照 
25 パークアンドライド： 寄りの駅まで自動車でアクセスし、駅に近接した駐車場に駐車し、公共交通機関（主に鉄道

やバス）に乗り換えて目的地まで移動する方法 主に通勤や買い物などに利用され、環境問題の改善や交通渋滞の緩和に

有効な実践手段のひとつとして注目されている。 

（人） 
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施策５  伊賀線の利用促進 

伊賀鉄道伊賀線の活性化については、利用者、事業者、行政が一体となった取り組みを進め、地域の

鉄道であり、自分たちの鉄道であるという意識（マイレール意識）を高め、積極的な利用促進策を展開

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○ 国道３６８号改修促進事業 

○ 国道１６３号（津市・伊賀市間）整備促進事業 

○ 国道４２２号整備促進事業 

○ 名神名阪連絡道路整備促進事業 

○ 三重南北縦貫道路建設促進事業 

○ 名阪国道及び国道２５号整備促進事業 

○ 関西本線電化促進事業 

○ 伊賀線活性化促進事業 

（数値目標）  現状値(平 21) 目標値(平 22) 目標値(平 27)

 ◇JR 関西本線伊賀上野駅年間乗

車人員 

274,485 人 380,000 人  270,000 人 

 ◇伊賀鉄道伊賀線年間輸送人員 1,908 千人 2,504 千人  1,900 千人 
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基本施策② 市内道路網を機能的に強化する 
基本施策番号 

50 

【生活課題】 渋滞がなく、市内がスムーズに行き来できる 

 

≪現状と課題≫ 

本市の面積は５５８km2 であり、そのなかで国・県道が４５路線、県管理の国道８９．４％、県道６

３．４％の改良率となっていますが、市道においては、４，４９４路線、実延長が２，２４６km であり、

改良率は２５．８％にとどまっています。このように未改良道路が多いことから、市民生活に密着した

道路整備が強く望まれています。（各数値：平成２１（２００９）年４月１日現在） 

特に、道路整備の課題は、本市の産業、文化等の交流を一層推進するための市域を短時間で結ぶ道路

網の構築や日常生活区域内の道路交通安全対策などであり、地域の振興につながる道路整備が必要です。 

また、高度経済成長時に集中して建設された多くの橋梁等、高齢化した道路ストック26が急増するな

か、ライフサイクルコスト27の縮減の観点から、道路構造物について点検・補修、更新等の保全対策が

求められています。 

 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  市内幹線道路・生活道路の整備 

幹線道路や都市計画道路など、市内を貫く道路の整備、改良を進め、市民相互の交流や産業の活性化

を図り、市としての一体性を確保します。 

また、地域住民の生活道路であるその他の市道については、公共施設や救急病院へのアクセス道路の

整備促進、狭あいな箇所や災害危険箇所の改良などを進めるとともに、適切な維持管理に努めます。 

 

施策２  道路環境の維持・向上 

安全で快適な道路環境をつくるため、国・県道をはじめとする主要道路における歩道と車道の分離が

早急に進められるよう要望するとともに、市道についても誰もが安心して快適に移動できるように、歩

道の段差・勾配の改善を図ります。 

また、今後老朽化する道路橋の急速な増大に対応するため、橋梁長寿命化修繕計画を策定し、道路ネ

ットワークの安全性・信頼性の確保に努めます。 

 

 

 

（主な事業） ○ 道路の新設及び改良、維持、補修に関する事業 

（数値目標）  現状値(平 21) 目標値(平 22) 目標値(平 27)

 ◇市道改良率 25.81％ 26.00％  25.96％ 

                                                  
26 ストック：79 ページ参照 
27 ライフサイクルコスト：建物にかかる生涯コスト 建物の設計・建設費に始まり、運用期間中の維持管理費、使用後

の解体費までを含む総費用を指す。 
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基本施策③ 市内交通機関の利便性を高める 
基本施策番号 

51 

【生活課題】 利用したい層の望みに合う形で、巡回バスが十分に利用されている 

 

≪現状と課題≫ 

市内の交通機関としては、コミュニティバスや行政サービス巡回車を含めたバス路線がありますが、

近年のモータリゼーション28の進展に伴う乗客の減少から、路線の廃止や運行本数の削減等が行われ、

生活交通の確保に困難な状況が生じてきているのが現状です。 

路線バスについては、そのほとんどが廃止代替による自主運行バスとなっており、残る路線も廃止が

危ぶまれている状況となっています。また、路線バスに加えて住民の利便性の向上や日常的な交通手段

としてコミュニティバスや行政サービス巡回車を運行していますが、年々利用者が減少する傾向にあり

ます。 

公共交通機関を取り巻く環境は非常に厳しい状況であることに加え、社会を取り巻く状況のなかでは、

環境問題への対応、交通事故の防止、高齢者などの移動に制約のある方や公共交通利用不便地区の移動

手段の確保といった対策が必要となっていますが、広い市域をすべてカバーすることは非常に難しい状

況となっています。 

こうしたことから、交通計画に基づき、日常の移動手段としてのバス路線の維持確保に努めるととも

に、生活交通確保のためのコミュニティバスや行政サービス巡回車の運行のあり方について検証・検討

しながら、新たな交通体系を構築することが求められています。また、公共交通機関と福祉有償運送29が

ともに充実するよう検討していくことが必要です。 

 

 

■市内路線バス利用状況（年間） 

 

 

 

資料：企画総務部総務課 

 

                                                  
28 モータリゼーション：自動車が普及し、人びとの生活の中で広範に利用されるようになる現象 
29 福祉有償運送：38 ページを参照 

（千人） 
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≪施策の方向≫ 

施策１  バスの利便性向上 

市内の移動手段を確保するため、バス事業者に対して、運行本数や鉄道との接続などの利便性向上を

要請するとともに、市民や観光客に対して、バスの利用を促します。 

また、コミュニティバスや行政バスについても、交通計画に基づき公共施設や行政サービスの利用に

合わせた利便性向上を図ります。 

 

施策２  バリアフリー化等の促進 

低床ノンステップバス30の導入や環境に配慮した低公害車の導入を事業者に要望するとともに、バス

停などのバリアフリー31化を促進します。 

 

施策３  総合的な交通体系の確立 

市内・市外の移動を便利にする効率的・効果的な交通体系を構築するため、市民、運輸事業者、ＮＰ

Ｏ、行政の協働のもと、総合的な交通システムの確立を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○ 行政バス・コミュニティバス運行事業 

○ バス路線維持運行事業 

○ 地域交通対策支援事業 

○ 交通計画推進事業 

 （数値目標）  現状値(平 21) 目標値(平 22) 目標値(平 27)

 ◇行政バス利用割合率 10.8％ 19.4％  11.8％ 

 ◇行政バス収支率 28.1％ 30.0％  28.1％ 

 ◇行政バス年間利用人員 135,258 人 198,000 人  136,000 人 

                                                  
30 低床ノンステップバス：出入り口の段差を無くし乗降を容易にしたバスで、床面はおおむね 35cm 以下のものを指す。

中ドアに車いすスロープを設けることにより、車いすでの乗車が容易なバス 
31 バリアフリー：38 ページを参照 
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政策２ ネットワーク環境の整ったまちづくり 

基本施策① 高度情報化に対応した地域と市役所をつくる 
基本施策番号 

52 

【生活課題】 情報網によって、だれでも、いつでも、どこでもサービスが受けられる 

 

≪現状と課題≫ 

インターネットに代表される情報通信技術（ＩＣＴ）の進歩は、世界的規模で社会・経済の構造を急

激に大きく変革させる、いわゆる、「ＩＴ革命」をもたらしました。 

平成１３（２００１）年１月の高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（ＩＴ基本法）施行以降、

情報通信技術（ＩＣＴ）を活用し、利用者の利便性を重視した電子自治体の構築が進められてきました。 

平成２２（２０１０）年５月には「新たな情報通信技術戦略」が決定され、クラウドコンピューティ

ング32など新たな技術を取り入れた国民本位の電子行政を進めるとともに国際展開を視野に入れた「戦

略」へと変貌しています。反面、一元管理される個人情報に対しセキュリティが一層重要となり、平成

３２（２０２０）年までに世界 先端の安心・安全な情報セキュリティ環境を実現するため、「国民を

守る情報セキュリティ戦略」が強力に推進されています。 

これらの計画に沿い地方自治体では、国の主導による情報化施策として住民基本台帳ネットワークシ

ステムの導入や総合行政ネットワークへの接続事業がほぼ完了し、今後はそれらネットワークの有効的

な活用方法など、住民の「満足度向上」に向けたシステム構築を進めています。 

今後、電子政府、電子自治体が実現することによって、住民の利便性やサービスの質の向上が期待さ

れることから、本市においても、行政の情報化を行財政改革推進のための重要な手段と位置付け、より

質の高い市民サービスの提供や行政運営の質的向上、効率化に向けすばやく対応していくことが求めら

れます。 

しかし、利用数が少ない電子申請の事業廃止など事業内容の見直しが進み、拡大拡充の方向から利用

効率や費用対効果に視点が移っています。本市においても新庁舎建設や駅前開発など大きなプロジェク

トが進むなか、利用者の視点に立って活用されるシステムの導入に加えて、投資対効果を十分検討し、

社会の構造改革に結びつけることが課題となっています。 

一方、日常生活においても、インターネット、ブロードバンド33・サービス、パソコンや携帯電話な

どの通信機器の普及は、経済活動や日々の生活の利便性を向上させ、ネットワーク上に新たなコミュニ

ティを生み、社会的な合意形成の方法まで変化させつつあります。本市においても、民間業者により整

備されている光ファイバー34回線や携帯電話不通話地域の解消などにより、今後は、地域社会の情報ネ

ットワークを、分権型社会に対応した地域の活性化や多彩な市民生活の実現などを図るための有効な手

段として、積極的に活用することが望まれています。 

 

                                                  
32 クラウドコンピューティング：何らかの作業をパソコン内のアプリケーションソフトではなく、インターネット上の

サーバーを利用して処理してもらうシステム形態を指す。 
33 ブロードバンド：広い帯域幅という意味で、高速・大容量のデータ通信を可能とするネットワークサービスのこと 
34 光ファイバー：光ファイバケーブル 光信号が反射されながら伝送される、ガラスあるいはプラスチックでできたケ

ーブルのこと。銅線などの金属製ケーブルに比べ、高速な情報伝送ができる。 
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≪施策の方向≫ 

施策１  電子行政の実現 

国により進められている情報技術戦略に沿った市民本位の電子行政の実現を目指します。また、民間

事業者により整えられたブロードバンド通信網を活用し、インターネットを介した行政サービス提供の

充実に努めます。 

また、インターネットからの脅威に対してはウイルス対策などハード・ソフト両面の対策を行い、個

人情報等の取り扱いについては情報セキュリティポリシー35の遵守を徹底して、いずれも定期的な見直

しを行い、安心安全な使用環境を確保します。 

 

施策２  情報化による効率的な行政運営 

情報通信技術（ＩＣＴ）の活用により、行政のしくみの簡素化と合理的な取り組み、行政の透明性を

確保し、職員意識の改革などを進めるとともに、市民の信頼を得るための情報公開や意思決定の手法の

構築を図ります。 

行政内部の業務や手続きの電子化については、業務の仕方そのものも含め、総合的な改善に向けた検

討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○ ＩＣカードの多目的利用 

○ デジタル地図データ利活用 

○ 情報セキュリティ内部監査 

（数値目標）  現状値(平 21) 目標値(平 22) 目標値(平 27)

 ◇伊賀市ホームページアクセス

数 

1,534 件 2,000 件  2,300 件 

 ◇住民基本台帳カード交付枚数 1,080 枚 1,000 枚  1,800 枚 

                                                  
35 セキュリティポリシー：情報セキュリティに関する基本方針を指す。基本的な考え方やセキュリティを確保するため

の体制、運用規定、具体的な手順や実施方法などについて明文化してまとめたものである。 
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政策３ 郷土愛を支える交流のまちづくり 

基本施策① 文化の継承を通じて、世代間の交流を進める 
基本施策番号 

53 

【生活課題】 固有の文化が世代をつなぎ、引き継がれていっている 

 

≪現状と課題≫ 

本市には、古くから伝わる伝統行事、伝統芸能や風習があり、こうした地域文化は世代を越えて受け

継がれてきました。しかし、高齢化の進行に加え若者が少なくなり、地域の祭り、伝統行事を通じた世

代間の交流がしだいに難しくなっている状況です。更に、核家族化が進むなかで、高齢者と子ども世代

の日常的なつながりが薄れてきています。 

こうしたことから、あらゆる社会の場面において、世代間の相互理解、地域コミュニティの再生が求

められていることからも、文化継承の場を通して、地域内・世代間交流や社会参加を促進していくこと

が大切です。 

また、本市では、旧市町村単位で実施されている夏まつりや産業祭の多くが、行政主体の事務局運営

となっていましたが、市民の一体感を高めるとともに、効率的・効果的な開催に繋げるため、市民や各

種団体が中心となった実行委員会方式による事務局運営を行うため、地域住民や一市民としての地元企

業の積極的な参加が求められています。 

 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  世代間交流の推進 

世代を越えた相互理解を深めるため、学校教育におけるゲストティーチャー36としての中高年者の活

用や、ボランティア体験の機会をつくります。 

若者から高齢者まで、地域住民などとともに、地域の一員である企業も参画した実行委員会を組織す

ることを促進し、世代を越えた住民相互の一体感を高めます。また、地域住民や地元企業との協働を促

進し、地域の活性化に努めます。 

また、地域住民と地元企業の協働の促進、住民自治協議会の世代間交流活動の支援などを行い、地域

の活性化に努めます。 

 

施策２  一体感を高める取り組みの推進 

市としての一体感を高めるため、文化祭やスポーツフェスティバルなど、全市的な行事等の事業内容

を十分精査し、市民参加のうえ、事業の実施に努めます。 

 

（主な事業） ○ だんじり巡行、鬼行列ほか地域伝統行事事業 

○ 市民文化祭開催事業 

○ 市民スポーツフェスティバル開催事業 

○ 産業祭等開催事業  
                                                  
36 ゲストティーチャー：小・中学校の総合的な学習の時間や部活動などで、経験、知識・技能を活かして学校教育に協

力する人 



145 

 

基本施策② 地域資源を活かして、他地域と交流する 
基本施策番号 

54 

【生活課題】 地域の資源を活かした交流が広がっている 

 

≪現状と課題≫ 

本市には、多くの歴史遺産があり、地域全体が歴史文化ミュージアム37的要素を持っています。また、

盆地のなかに点在する里山、四方を囲む山並みなど自然の豊かさに恵まれています。京都と奈良に近い

こともあって、それらの文化と近い特性を有していることから、歴史街道としては、初瀬街道、伊賀街

道、大和街道があり、宿場町としての佇まいを持ち、街道沿いにはロマンを秘めた史跡や遺跡が残り、

往時の面影を偲ばせています。 

また本市は、漂泊の詩人として各地を旅し、「野ざらし紀行」「更科紀行」「奥の細道」などの紀行文

や数々の名句を生んだ松尾芭蕉の生誕地です。 

これらの歴史・文化資源を活用し、芭蕉ゆかりの都市をはじめ、他地域との交流を進めることによっ

て、伊賀らしさを見いだし、全国へと発信していくことが必要です。 

 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  地域間交流の推進 

芭蕉ゆかりの都市との交流をはじめ、城下町、歴史街道、伝統産業、忍者の里といった本市の歴史文

化や産業特性などの地域特性・資源を活かすとともに、広く国内の諸地域との多様な交流事業を推進し

ます。更に、これらを通じて人的ネットワーク化を進め、交流事業の新たな展開を図ります｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○ 芭蕉ゆかりの都市提携等推進事業 
 

                                                  
37 ミュージアム：博物館 
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政策４ 多文化が共生するまちづくり 

基本施策① 外国人と交流でき、共生できる地域社会をつくる 
基本施策番号 

55 

【生活課題】 文化の違いを越えて、さまざまな国籍の人が共生している 

 

≪現状と課題≫ 

平成２（１９９０）年の入国管理法の改正以降、多くの市町村で外国人住民の増加が見られ、滞在が

長期化あるいは定住化する傾向にあり、本市においても平成２２（２０１０）年５月末現在約４，７８

０人の外国人が在住し、人口比率では４．７６％と三重県内でも上位に位置しています。 

しかし、受け入れ態勢の未整備などにより、教育、労働、医療など生活面での課題が顕在化していま

す。言葉や文化の違いから生じるさまざまな問題や、歴史認識の相違による弊害など解決していかなけ

ればならない課題が多く、外国人住民と日本人住民が一体となって問題に取り組み、互いに理解し、協

力し合って国籍や文化を越えて共生できる、豊かで魅力あるまちづくりを行うことが必要になっていま

す。 

外国人住民の市政参加を促進するために設置した外国人住民協議会では、外国人住民と日本人住民の

相互理解を深め、住民と行政、外国人住民と日本人住民が協働して、このような生活課題の解決を目指

しています。 

また、本市では、外国人住民が行政サービスを滞りなく受けることができるよう、多言語による情報

の提供を行うとともに通訳者を配置し、行政サービスの通訳や外国人住民のための生活相談を受けてい

ます。外国人住民からの生活相談の件数は増加傾向にあり、内容も広範囲かつ多岐にわたっています。

そのため、県内各市町をはじめ、全国の外国人集住都市と外国人住民に関わる施策や活動状況に関する

情報交換を行い、地域で顕在化しつつあるさまざまな問題解決に積極的に取り組むとともに、ＮＰＯ、

ボランティアによる日本語講座等の取り組みのほか、国際交流協会やＮＰＯと連携して、多文化共生社

会を目指して取り組んでいます。 

外国人住民に関わる課題は地域で解決できるものもあれば、就労、教育、医療、社会保障など、法律

や制度に起因するものが多く、国等の施策の変更を待たなければならない課題もあり、国や県に働きか

けを強めていくことも必要です。 

平成１９（２００７）年４月に旧市町村単位で設置されていた国際交流協会が統合されました。 

地域の国際化を進めるため、行政、国際交流協会、ＮＰＯ、その他関係団体などが情報を共有し合い、

連携して事業が実施できるよう支援していく必要があります。 
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■外国人登録人口、生活相談件数の推移 

 

 

資料：人権生活環境部市民生活課、住民課

 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  多文化共生社会の構築 

地域社会全体の多文化共生意識の醸成を図るとともに、外国人住民の社会参画を促進し、外国人住民

と日本人住民が相互理解を深め、多文化共生社会づくりを推進するため設置した外国人住民協議会を軸

に、外国人住民の生活を円滑で豊かなものにするため、地域で活動するＮＰＯや関係機関と連携して、

日本語や日本社会に関する学習機会の支援に努めます。 

また、外国人集住都市と連携して、外国人住民に係る施策や活動状況に関する情報交換を行い、国・

県、関係機関への提言など、課題の解決に積極的に取り組みます。 

 
施策２  都市間交流の推進 

市民の参画や市民レベルでの交流活動が行えるよう、関係機関の協力を得て、市の歴史文化等を活か

した都市間交流に努めます。 

 

施策３  市民による国際交流の促進 

住民参加による国際交流活動を推進するため、地域住民や団体が実施する国際理解を深める事業や交

流活動に対する支援を行うとともに、異なる文化を持つ市民同士の交流による、市民レベルの国際化の

促進に努めます。 

また、国際交流協会、ＮＰＯ、行政、その他関係団体が連携できるしくみづくりに努めます。 

 

施策４  情報共有施策等の推進 

外国人住民が生活するうえで必要な情報を容易に入手できるよう、多言語による行政・生活情報の提

供を行います。また、生活相談窓口の充実を図るとともに、やさしい日本語を使った情報提供等の施策

を推進します。 

更に、地域住民等に対する多文化共生の啓発や、外国人住民と日本人住民や自治会（区）、住民自治

協議会などとの関係が深まるよう、地域でのサポート体制の構築や交流・意見交換機会の提供に努めま

す。 

（人） （件） 
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（主な事業） ○多文化共生推進事業 

○国際交流推進事業 

○国際交流活動支援事業 

（数値目標）  現状値(平 21) 目標値(平 22) 目標値(平 27)

 ◇国際交流協会の会員数 

（上段：団体、下段：個人） 

54 団体 

409 人 

81 団体  

577 人  

59 団体 

499 人 
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政策５ 広域的な交流・連携を促すまちづくり 

基本施策① 広域連携によって、より大きな課題に取り組む 
基本施策番号 

56 

【生活課題】 広域的な課題に立ち向かい、解消に向かっている 

 

≪現状と課題≫ 

伊賀圏域は、古くから「伊賀の国」として一体的な生活文化圏を形成してきた自然環境に恵まれた地

域です。 

昭和４５（１９７０）年１０月に広域的な行政組織である伊賀地区広域市町村圏事務組合を設立し、

伊賀市合併後は、名称を伊賀市・名張市広域行政事務組合に変更、平成１８（２００６）年４月には、

伊賀農業共済事務組合と統合するなど、広域需要に適切に対応するため、名張市と緊密な連携を維持し、

圏域全体の振興を図ってきました。 

このような状況のなか、平成１８（２００６）年度から平成２２（２０１０）年度までの新しい伊賀

地区ふるさと市町村圏計画（後期基本計画）を作成し、広域振興事業の推進を図っていますが、平成２

１（２００９）年３月をもって広域行政圏計画策定要綱が廃止（ふるさと市町村圏施策の廃止）された

ことや伊賀圏域が本市と名張市の２市のみで構成されるなど、広域行政のあり方等についても一定の見

直しが必要な状況です。しかし、地域医療や消防の広域化など広域的な課題が山積するなか、国から新

たに打ち出されている地域力創造プランや定住自立圏構想38などのしくみを活用しながら、今後も広域

的課題に取り組んでいく必要があります。 

また、合併により隣接する府県と接する範囲が拡大したことなどから、県内とともに県境を越えた交

流、連携により、個性的で魅力的な地域づくりの実現に取り組んでいく必要があります。 

 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  広域行政の推進 

伊賀圏域を構成する名張市との連携を密にし、広域行政による効率的・効果的な事務処理を進めなが

ら圏域全体の地域振興に努めます。 

また、圏域全体の総合的なマネジメントにより、地域間の絆を更に深め、暮らしを支え合い、圏域全

体として魅力あふれる地域を形成するため、国が提唱する定住自立圏構想など、地域主権を見据えた制

度の活用を検討します。 

消防体制については、将来県域を一つの組み合わせとして県域消防本部とする三重県消防広域化推進

計画に基づき、伊賀ブロックにおける消防広域化について検討を行います。 

 

施策２  県内他地域との連携 

ＪＲ関西本線の電化の促進をはじめ、周辺地域あるいは全県的に取り組むことが有効な課題に対して、

広域行政の利点を活かした取り組みを深め、地域全体の発展を目指します。 

                                                  
38 定住自立圏構想：市町村の主体的取組として、「中心市」の都市機能と「周辺市町村」の農林水産業、自然環境、歴史、

文化など、それぞれの魅力を活用して、ＮＰＯや企業といった民間の担い手を含め、相互に役割分担し、連携・協力する

ことにより、圏域全体で必要な生活機能を確保し、地方圏への人口定住を促進する政策 
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施策３  隣接府県地域との連携 

甲賀地域との連携など、県境を越えて取り組むべき課題などに対して、地域のアイデンティティ39を

堅持しつつ、県との連携を図りながら、近隣府県地域との交流・連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○ 他地域との連携推進事業 

○ 広域行政体制の検討 

                                                  
39 アイデンティティ：122 ページを参照 
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