
１　伊賀市観光振興ビジョン(中間案)

№ 箇所 頁（修正前） 頁（修正後） 意見･提案 左記意見に対する回答 計画への反映

1

１　観光振興ビジョン策
定の背景と構成
1-1観光振興ビジョン策
定の背景

3 1
　「ひとつの伊賀・・・」「多くの主体が・・・」と
いう表現がわかりにくい。伊賀らしさが見え
ない。表現の変更を。

　次のとおり、修正します。

■市内の各地域に点在する魅力ある観光資
源を一体的なものとして捉え、観光に関する
取り組みを連携させていくことが必要
■みんなで支え合う、持続性のある観光の取
り組みが必要

【反映】

2

１　観光振興ビジョン策
定の背景と構成
1-2観光振興ビジョンの
策定の目的

4 2
　｢観光｣という言葉の語源の記載の必要
性があるのか。

　観光とは地域の魅力を人々に見せ、魅了す
ること、また、地域の資源に光を当て、自らが
光を発することであるということを再認識する
ため語源を記載しています。

3

１　観光振興ビジョン策
定の背景と構成
1-2観光振興ビジョンの
策定の目的

5 3
　文言が理屈っぽい。「一体的、有機的」の
表現が硬い。既定計画の｢連星｣を使えば
よい。

　現行の観光振興計画の刷新を意識したた
め、前回使用した「連星」という言葉は使用し
ておりませんが、「連星」と同じ意味、意図を
「点と点を結ぶ」などの表現しております。
　理屈っぽい文言と捉えられる点につきまし
ては、可能な範囲で改善に努めます。

【反映】

4
１　観光振興ビジョン策
定の背景と構成
1-3観光振興の効果

6 4
　「情報発信によるより多くの誘客」の表記
中、「より」は不要

　ご指摘のとおりであり、修正します。 【反映】

5
１　観光振興ビジョン策
定の背景と構成
1-4計画の構成と期間

7 5 「概ね10年」の「概ね」は不要では。 　ご指摘のとおりであり、修正します。 【反映】

6
１　観光振興ビジョン策
定の背景と構成
1-4計画の構成と期間

7～8 5～6
「アクション・プロジェクト」の位置づけが不
適では。「プログラム」では。

　推進計画（プログラム）に基づく、個々具体
的な取組みとしてアクション・プロジェクトを位
置づけています。

7
２　伊賀市の観光に係
わる特性

９～10 7～8
　「伊賀市の観光に係わる特性」「伊賀市
の観光に係わる動向」の表記について「係
わる」は不要

　ご指摘のとおりであり、修正します。 【反映】

8

２　伊賀市の観光に係
わる特性
2-2伊賀市の観光に係
わる特性

10 8
　巻末資料図４－１、４－６について同ペー
ジに図示する方がよい。

　本文中では、資料から読みとれる傾向を記
載し、詳細資料については巻末資料といたし
たい。

9

２　伊賀市の観光に係
わる特性
2-2伊賀市の観光に係
わる動向

11 9

「外国人観光客の率は小さいがその数は
急増している」は「外国人観光客の率は小
さい」でよい。文言の誤り。（「外国人旅行
者」を「外国人観光客」に訂正）

　伊賀市の観光に係わる動向を記載する項
目ですので、県内におけるシェアについては
記載せず、伊賀市における動向のみを記載
するよう修正します。

【反映】

伊賀市観光振興ビジョン（中間案）に対する意見と回答



№ 箇所 頁（修正前） 頁（修正後） 意見･提案 左記意見に対する回答 計画への反映

10
２　伊賀市の観光に係
わる特性
2-3伊賀市の観光資源

12 10 「白藤滝」を「白藤の滝」に。 　ご指摘のとおりであり、修正します。 【反映】

11
２　伊賀市の観光に係
わる特性
2-3伊賀市の観光資源

12 10
掲載写真について、計画では①忍者②芭
蕉③城下町･･･を前面にもってくるべきで
は。。その後自然編では･･･？

　ご意見のとおり、伊賀市は忍者、芭蕉、城
下町などのイメージが強いのが現状です。し
かしながら、伊賀市にはそれ以外にも多種多
様の観光資源が数多く存在し、今後の観光
振興の重点事業のひとつとして、それらが関
連するニューツーリズムの創出を目指すこと
から、特に順番を意識しない表現とさせてい
ただきました。

12
２　伊賀市の観光に係
わる特性
2-3伊賀市の観光資源

15 13
「道の駅」は十分認知されているので注釈
は不要。

　道の駅の呼称については広く認知されてい
ますが、情報発信など道の駅の持つ機能に
ついて説明しております。

13
２　伊賀市の観光に係
わる特性
2-3伊賀市の観光資源

16～20 14
「（２）資源活用に向けた新たな視点」とは。
「新たな課題」では。

　次のとおり修正します。

（２）資源活用へ向けた新たな視点と課題
　　（１）に挙げたように、伊賀市には多様な自
然、歴史、文化資源が広く分布し、観光地とし
て古くから知られているものもある一方、従来
とは異なる形での活用や、新たな要素との組
み合わせが期待できる資源、また、従来は観
光資源として着目されてこなかった資源もあ
ります。例えば以下に挙げるような事例に
は、観光の新しい姿を示すような視点や可能
性、課題等がみられます。

【反映】

14
２　伊賀市の観光に係
わる特性
2-3伊賀市の観光資源

16 14
「■忍び、芭蕉の文化の体験をより深めて
いく」を「■忍び、芭蕉の文化の体感」に。

　ご指摘のとおり、直接的に体験するのみな
らず、感性として受け取るものも資源として考
えられますので、修正します。

【反映】

15
２　伊賀市の観光に係
わる特性
2-3伊賀市の観光資源

17 15 「多くの銭湯」の「多くの」は不要。 　ご指摘のとおりであり、修正します。 【反映】



№ 箇所 頁（修正前） 頁（修正後） 意見･提案 左記意見に対する回答 計画への反映

16
２　伊賀市の観光に係
わる特性
2-3伊賀市の観光資源

18 16
「学校施設」という表現は適正か。今現在
使用している他の学校施設まで含むように
感じられる。

　次のとおり修正します。

■近代文化遺産としての学校建築の活用
　学校は、学びの場として地域の人々にとっ
ての記憶に残る大切な場所ですが、本市に
は明治、大正時代につくられた古い校舎も残
されています。旧小田小学校本館は、県内最
古の学校建築として知られ、県立上野高校明
治校舎とともに近代建築遺産として保存・活
用されている文化財で、公開講座も行われて
います。また旧博要小学校（博要の丘）では、
体験学習の場として都市部と農山村の交流
活動がNPO【注】によって行われています。懐
かしさのあるこうした学校建築を活用した交
流もまた、新たな形の観光資源として見直さ
れています。

【反映】

17
２　伊賀市の観光に係
わる特性
2-3伊賀市の観光資源

18 16
「博要の丘」は老朽が激しく利用できないと
聞いているので、記載しない方がよいので
は。

　現状活用されている施設として、記載しま
す。

18

４　観光振興に係わる
基本課題
4-1市民意向からみた
課題

24 24
「■市民の満足度向上を図るべき事項」の
「図るべき」という表現は強いのでは。

　ご指摘のとおりであり、「■市民の満足度向
上を図る事項」と修正します。

【反映】

19

４　観光振興に係わる
基本課題
4-1市民意向からみた
課題

24 24 「・都市住民」の「住民」は不要では。 　ご指摘のとおりであり、修正します。 【反映】

20

４　観光振興に係わる
基本課題
4-1市民意向からみた
課題

24 24
「・伝統的工芸を継承した商品提供…」の
「商品」という表現は、もっと観光にふさわ
しい他の表現ができないか。

　次のとおり、修正します。
　・伝統的工芸を継承した新たなものづくり(伝
統的な手法の学びと継承)

【反映】



№ 箇所 頁（修正前） 頁（修正後） 意見･提案 左記意見に対する回答 計画への反映

21
４　観光振興に係わる
基本課題
4-2基本課題

25
23
～
25

記載順位や重複に不適切。
・「基本課題」とあるがｐ２４からのつながり
がおかしいのでは。基本課題を４－１として
よいのでは。その根拠として「ｐ２４の市民
意向からみた課題」としては。
・「特に関西圏にとっては「奥座敷」的な性
格を持つ。」と簡略化しては。
・【余暇・観光への欲求】は全部不要。
・伊勢が圧倒的なシェアを占めているという
表現は関係なく、不要。
・課題１は「それらをかけあわせることで」で
はなく「点から線へと」という表現を使えな
いか。
・課題４は不要。代わりに課題６を課題４と
しては。

　現状から見た課題、動向から見た課題、市
民意識から見た課題について、整理を行いま
す。

【反映】

22
５　伊賀市の観光振興
の基本理念

26 26
「ささやかながら本物に…」を「ささやかな
本物に…」にしては。

　ご指摘のとおりであり、修正します。 【反映】

23
６　伊賀市の観光のめ
ざす姿

30 30
ビジョン２の文中、「自らも創造して参加で
きる場を提供する観光」という表現は不
要。

　ご指摘のとおり、「地場産業や伝統的工芸
のものづくりの文化を体験する観光」と修正い
たします。

【反映】

24
７　伊賀市の観光振興
の基本方向

31 31
基本方向１「点」に光を当てるの意味は。
（不要では。）

　これまでも、観光資源の発掘や磨き上げに
各々取り組んできていますが、市民自らが情
報発信していただけるよう、市全域の多様な
観光資源の再認識、再発見を促し、また、こ
れまでと違った光を当てることで、新しい魅力
の創造も期待できることから、「点」に光を当
てることを基本方向の１としています。

25
７伊賀市の観光振興の
基本方向

34 34 点を面にしていく具体策が欠けているように

　ご指摘のとおり、観光振興ビジョンでは「点
を面にする」という表現をしておりませんが、
「点と点を結ぶ」という表現にしており、同等
の意味と捉えております。
　また、今回の観光振興ビジョンの中では具
体的な施策につきましては記載をせず、基本
方向までを示すものとして策定しております。
具体策につきましては、次の段階となる、ビ
ジョンに基づく推進計画及びアクションプロ
ジェクトにおいて検討いたしたいとと考えてお
ります。

26 参考資料編　図表-５ 43 40（図表2） 「来県」という表記は不適。 　ご指摘のとおりであり、修正します。 【反映】



№ 箇所 頁（修正前） 頁（修正後） 意見･提案 左記意見に対する回答 計画への反映

27 意見･要望 ― ― 観光振興に関わる専門部署を置くこと。
　今後の検討課題であると考えるため、いた
だいたご意見は参考とさせていただきます。

28 意見･要望 ― ―

伊賀流観光スタイルの提案
　テーマ：忍びの術を使って「ヘンシーン」
　・物、身体、心がヘンシーン
　・子供も大人もヘンシーン
　・元気にヘンシーン
　・旅もヘンシーン
　・商店街もヘンシーン
　・未来にヘンシーン

　ご提案いただきました伊賀市の観光スタイ
ルにつきましては、今後、観光振興ビジョンに
基づき、具体的に事業を検討する際に参考に
させていただきます。

２　伊賀市観光振興ビジョン　推進計画編(中間案)

№ 箇所 頁（修正前） 頁（修正後） 意見･提案 左記意見に対する回答 計画への反映

29

推進計画編
１　３つの基本方向に基
づく計画
1-1「点」に光を当てる計
画
歴史「上野城と藤堂高
虎」

3 3

　藤堂藩、特に高虎、高次、高久候時代の
現在古文書に残っている伊賀の一族に関
係ある給り地の記録と石高（税）について、
特に柘植の郷について、残っている資料が
正しいとはいいきれない所が多分にある
為、市民の意見を聞き、又、討論も住民皆
に問いかける事。現在まで隠されてきた歴
史の闇に光をあてる重要性があり、残って
いる地元の古文書提出も呼びかけ、地元、
個人にも協力を促すことが重要である。そ
して、少しでも正しい伊賀の歴史を残す事
が今の私達伊賀住民の務めであると認識
する為。

　ご指摘のとおり、歴史にかかる諸説につき
ましては、多種多様な説が混在していること
は認識しており、今後、市民皆さまからご提
供いただいた資料やご意見に基づき、伊賀市
の歴史や文化分野でのさらなる調査結果を
踏まえ、観光面での活用を検討したいと考え
ます。

30

推進計画編
１　３つの基本方向に基
づく計画
1-1「点」に光を当てる計
画
歴史「松尾芭蕉の足跡」

3 3

　この問題も同じく住民との意見や、論文
的見解に基づいた意見、地元に残る古文
書（元禄）時代前後も調べ、正しい芭蕉の
足跡に光をあて、伊賀と芭蕉に深いかか
わりを観光の目玉として振興していく事も
大切である。目先の利益だけを求めて芭
蕉の足跡を作り、芭蕉の歴史を研究する
人達をまどわすことは、伊賀人の恥である
と私は思うからである。

　上記と同様、適正な活用により、観光の振
興を目指すものとします。


