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第６回伊賀市まちづくり委員会 会議録 

 

【日  時】 平成 24 年１月 11 日（水） 午後１時 30 分～午後３時 45 分 

【場  所】 市役所北庁舎１階 第 11 会議室 

【出席委員】 10 名 

【欠席委員】 ５名 

【議  題】 開会            

１．議事 

（１）「産業振興」「交流基盤」各分野の目標値の設定について    

（２）「しくみ」分野の概要について 

２．その他  

 

（会長挨拶） 

 

１．議事 

（１）「産業振興」・「交流基盤」各分野の目標値の設定について 

○ 産業振興 

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） 

（事務局説明） 

委  員： グリーンツーリズムについて、農林振興課と商工労働観光課は連携して実施

しているのか。（回答：連携している） 

委  員： ① 交流人口の増加によって地域が活性化し、定住者人口が増加するための具

体的な方法についてお聞きしたい。 

      ② 施策９「有害鳥獣対策の推進」が産業振興とどのような関わりがあるのか。 

農林振興課： 

① 新規就農者を確保し定住していただくために、その地域が住みやすく生活

しやすいことが必要である。農業をしながら定住し、企業に勤務する形の

環境をつくっていくように農業を推進していきたい。 

② 鳥獣対策で猪や鹿を捕獲し、第６次産業化で産業振興を図るうえで、捕獲

した肉の販売やレストラン等でのメニューに入れることを検討している。 

委  員：  新規就農者増加に向けて、他自治体と違うオリジナルな施策はあるのか。 

       施策９の表現では、鹿の事故が増えているので交通安全に向けての表現にな 

り、第６次産業化に向けての内容が伝わらない。  

農林振興課：  

 現在は特にないが、国から新規就農者に対する支援等が平成 24 年度予算とし
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て付いたこともあり、様々な取り組みを実施していきたい。 

会  長： 委員アンケート調査平均値から 50％でよいか。 

（委員 賛成） 

 
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② 伊賀ブランドの価値を高め、売り出す（基本施策番号 43） 

（事務局説明） 

委  員： 小規模の農業団体が、第６次産業に繋げていくことは難しいと思う。ただ、

第１次から３次へと繋げていくうえで、個々が出来ることがあると思う。若い

方が地元に戻った時に起業出来るのではないか。 

      今後の重要な課題の一つであり、小さなことからでも進めていただきたい。 

農林振興課： 

      相談を受けた際に、県と市、農協等が、チームをつくり対応をしている。 

様々な事業を組み合わせて実施していくことが出来ないのか等の提示を行い、

第６次産業化に向けて図っている。 

委  員： 農協に任せて利用できる部分があってもよいと思う。 

委  員： 伊賀北部農協と伊賀南部農協と別組織となっているため、本市がどのような

連携をとっているのか心配。 

農林振興課： 

      これまでは、伊賀南部農協との連携はなかったが、昨年から伊賀市農業連絡

会議に入っていただき、事業推進等について協議している。 

委  員： 第６次産業では、モクモクファームが成功しているが、市内には様々な手付

かずになっている資源があり、例えば、鹿肉や山の余っている木の活用、旧町

村の空いている用地活用などを活かしてもらいたい。産業を行いたいと考えて

いる人を集めて、考えからの立案をする会が必要だと思う。 

農林振興課： 

      例えば、菜の花プロジェクトを実施している中で、三重大学とタイアップし、

セミナー等を実施し実業者と生産者との結びつきをつくり、アイデアの集約を

している。 

委  員： 東京に三重県のアンテナショップをつくることとなったが、本市はどのよう

なアプローチをしているのか。市と商工会議所で連携をして、伊賀ブランドを

県にアプローチしていただきたい。 

商工労働観光課： 

      県が主体となって実施しているが、今後、県から案内が来た際には、パンフ

レット等を送付することが考えられる。 
会  長： 伊賀ブランドとは何か認知されていないと思う。伊賀の一つの宝として徹底
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して売っていく施策を考えていただきたい。 
      委員アンケート調査平均値から 55％でよいか。 
（委員 賛成） 
 
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） 

（事務局説明） 

委  員： 観光資源の活かし方として、体験型が必要だと思う。武家屋敷も全国どこに

でもあり、体験できるようにしていただきたい。地域間の競争に勝つには特色

あるものが必要。来ていただいた方にどれだけ満足していただけるかが大切。 

      行政は縦割組織であるが、各課の考えで単発的になっていると思うので、今

後考慮いただきたい。 

委  員： これまでの施策等から、上野地域ばかりに集中しているように感じる。他の

地域には宿泊施設があるので、上野地域では観光を楽しんでいただき、周辺地

域で宿泊してもらえるようなルートをつくっていただきたい。 

商工労働観光課： 

      現在、観光客のニーズが多様化している中で、体験型というのは大変重要に

なっている。これまでの施設観光から体験もしていただける形や、それぞれの

私的欲求等を満たせるような観光が重要になってきている。里山の生活を見せ

ることも観光に繋がると考えているので、市街地だけではなく、各観光協会と

連携をとり取り組んでいきたい。 

会  長： 伊賀市観光協会連絡協議会の取り組みの中で、各地区で観光メニューをつく

るようにしている。ハイキングで体験したものを食べたり、買ったりするメニ

ューをつくり、エージェントに売り込もうとしているビジョンがある。 

      観光メニューの取り組みから、観光動員数を増やし、観光客を大事にして様々

な場所へ巡っていただきたい。 

      まちなかのグランドデザインができていないので、お客さんが来てもどこに

行ってよいのかわからない。 

委  員： 「施策６ 観光産業の振興」について、観光に関わる商工会議所や商工会館、 

観光協会、物産協会等があるが、司令塔になるような組織をつくっていくべき 

であり、本来は行政がそうあるべきだと考える。 

     ①「施策２ 回遊型観光の振興」の着地型観光について、甲賀市や名張市、津 

市との連携について。 

     ② 夏フェスタや天神祭りの観光客増を図りたいが、警備等の人件費がかかり、 

行政側はこれ以上の出費は難しいとの意見であるが、どのような考えか。 
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商工労働観光課： 

① 名張市、伊賀市、津市で「ナイツ」という形で、昨年度まで県の補助金があ

り連携をしてきた。現在は、３市で客を呼び込めないか話し合っている。 

② 夏フェスタについては、実施方法や場所について実行委員会と考えており、

規模が大きくなればなる程、経費が必要となる。 

会  長： 組織の充実が大切であり、全体で考えて観光を横の繋がりを持っていきたい。 

      委員アンケート調査平均値から 55％でよいか。 

（委員 賛成） 

 

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） 

（事務局説明） 

委  員： ハイトピア伊賀を建設することが市街地活性化の解決に繋がるのか不安。 

本当に一日 2,500 人も集まるのか。 

      行政がハイトピア伊賀に頼りきっているような考えが心配。細かい点から立

案し進めていただきたい。上手く行かない時の次の手を考えて行く必要がある。 

商工労働観光課： 

      2,500 人は中心市街地の目標数値。 

会  長： 今後、ハイトピア伊賀をどのように活かすか、庁舎建設も含めて、まちなか

のデザインができていないから、どこが核となって行くのか決める必要がある。

観光バスの乗降所ができるだけでもまったく違う。 

委  員： 以前、旧上野市の時に中心市街地活性化のプロジェクトを行政と商工会議所

で行ったが、今回は、住民自治協議会と行政が中心となっている。中心市街地

活性化と言えば、中心地の商店街の活性化の取り組みをイメージするが、まち

なか居住、にぎわいづくりの流れの中で、商業地をどのようにするのか取り組

んでいる。 

① 施策４について、楽市楽座に近づけるための規制緩和の地域をつくる予定は。 

② まちなか居住の促進として、住民自治基本条例の設定についての考え方につ

いて。 

③ 今後もタウンマネージャーの予定はあるのか。 

商工労働観光課： 

      楽市楽座について、夏のにぎわいフェスタのイベントに実施しているだけで、

起業に向けてではない。 

中心市街地活性化推進室： 

      住民を増やすため、他市では、住宅家賃の補助や固定資産税の減免等を実施。 

      本市では、住宅として定着しやすい環境を整え、市有地を低価格で住宅を建
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設できるように検討している。案がまとまれば、売却や賃貸を考えている。 

      タウンマネージャーについて、平成 25 年３月中心市街地活性化基本計画が最

終となるので、今後については、関係者と協議していく。 

      地元でリーダーが育つような計画も検討したい。 

会  長： 委員アンケート調査平均値から 72％でよいか。 

（委員 賛成） 

 

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） 

（事務局説明） 

会  長： 定住人口を増やすため、地元雇用が必要となり、重要な施策である。 

せめて、40％でよいか。 

（委員 賛成） 

 

政策３ 雇用の場が充実しているまちづくり 

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） 

（事務局説明） 

委  員： ゆめポリスへ進出した企業へ満足度調査はしたのか。 

商工労働観光課： 

      誘致後に、企業訪問を実施した際、「ゆめポリスはきれいで整備されているの

で業者が来ても見た目が良い。」「社員にとってもきれいな環境でよい場所。」等

の意見をいただいた。 

雇用については、「受注が集中するときは短期で派遣社員を雇っている。」「震

災後、経済の浮き沈みが激しい中で、伊賀市はましな方。」 

会  長： 委員アンケート調査平均値から 40％でよいか。 

（委員 賛成） 

 

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） 

（事務局説明） 

会  長： 委員アンケート調査平均値から 41％でよいか。 

（委員 賛成） 
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○ 交流基盤 

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） 

（事務局説明） 

会  長： 委員アンケート調査平均値から 48％でよいか。 

（委員 賛成） 

 

政策１ 市内外を移動しやすいまちづくり 

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） 

（事務局説明） 

会  長： 委員アンケート調査平均値から 63％でよいか。 

（委員 賛成） 

 

政策１ 市内外を移動しやすいまちづくり 

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） 

（事務局説明） 

委  員： 「公共交通機関と福祉有償運送がともに充実するよう検討」とあるが、どの

ような検討を行っているのか。 

企 画 課： 平成 23 年４月に伊賀市交通計画（第二期）を策定し進めている。各地域の 

行政バス等の課題に取り組んで行く。例えば、青山行政バスの課題として、終

着を青山町駅までから伊賀神戸駅までつなげることを検討。ただ、行政バス、

路線バスも含めて利用率が低い状況の中で、地域の皆様が利用しないと存続が

出来ない。バスが運行すればよいのではなく、利用していただけるように考え

ていきたい。 

委  員： 定期バスだけではなく、利用者が必要な時に運行するシステムはどうか。 

企 画 課： デマンド運行として、利用率が低い地域で存続のために、阿山地域で検討し 

ている。ただ、デマンド運行も種類があり、本市で実施できるデマンド運行と

して、定期路線を使用し、連絡があれば運行するという計画を検討している。 

      山間部では、地域の方が運行する手段もある。地域全てを行政がカバーする

ことは不可能であり、様々な手段を検討したい。 

委  員： 住民自治協議会と連携を深めて実施していただきたい。 

会  長： 委員アンケート調査平均値から 33％でよいか。 

（委員 賛成）        
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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） 

（事務局説明） 

委  員： これまで自ら情報を見に行く形であったが、フェイスブック等では、自分の

興味がある情報が流れてくる。スマートフォンを見ると情報が流れてくるので、

興味があればそこからリンクして情報を見ることができる。 

      上手く活用すれば、情報発信の有効手段となるので、実施していただきたい。 

商工労働観光課： 

      昨年、忍者フェスタの時に、地域限定でネット上に情報発信した。今後の有

効な手段になると考えている。 

会  長： 委員アンケート調査平均値から 34％でよいか。 

（委員 賛成）        

 

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） 

（事務局説明） 

会  長： 前回と同じで 60％でよいか。 

（委員 賛成） 

 

政策３ 郷土愛を支える交流のまちづくり 

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） 

（事務局説明） 

委  員： 本市には資源が沢山あるので、貪欲に他の地域と交流していただきたい。 

      最近流行っているＢ級グルメに今更入れないので、先に先に取り組んでいた

だきたい。 

委  員： 東海自然歩道のハイキングに観光客が多く来るが、若い女性も多い。本市に

は、ハイキングコースとして開発ができるところも沢山あると思う。観光の目

玉にもなると思うので、そのような開発にも取り組んでいただきたい。 

委  員： 東海自然歩道のパトロール諸手当や保険制度等はどのようになっているのか。 

商工労働観光課： 

      パトロールや草刈の委託について、各区に委託している地区と、個人に委託

している地区がある。距離数に応じて県からの委託料を支払っている。 

看板等について、県の予算が厳しいこともあり、市の予算も合わせて東海自

然歩道を管理している。看板整備事業補助金を活用し整備等を行っている。 

商工労働観光課： 

保険制度について、後日回答。 
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       回答 パトロール：県が団体で保険に加入している。 

          草刈：委託先の委託所（地域）が責任を持つ体制となっている。 

会  長： 委員アンケート調査平均値から 46％でよいか。 

（委員 賛成） 

  

政策４ 多文化が共有するまちづくり 

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） 

（事務局説明） 

委  員： 伊賀市まちづくりアンケートは、どのくらいの外国人を対象にしているのか。 

事 務 局： 日本人も外国人共に人口比率から発送数を決めており、同じ条件。 

      外国人については、市内で人数が比較的多いブラジル人と中国人に限定して

おり、アンケート用紙は、それぞれの国の言葉で行っている。 

会  長： 委員アンケート調査平均値から 62％でよいか。 

（委員 賛成）      

 

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） 

（事務局説明） 

会  長： 委員アンケート調査平均値から 35％でよいか。 

（委員 賛成） 

   

（２）「しくみ」分野の概要について 

 （事務局説明） 

 

２．その他 

事 務 局： 次回開催は２月２日（水）午後１時 30 分からでお願いしたい。 

                           （午後３：45 終了） 

 

 


