
個別施策質問の回答 追加資料
（Ｈ２４．１．10）

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

生活課題 地域の特徴を活かした農林業が持続している

担当課

農林振興課

担当課

農村整備課

担当課

農林振興課

・現在、実施している事業を教えて下さい。
・今後、どのような事業（実効性のある）を考えておられて、どのような関係団体と
　協議されているのか教えて下さい。

個別施策名

施策１０

個別施策名

個別施策名

施策４

質問内容

農村生活環境の向上

農林業を通じた交流活動の推進

質問内容

回　　　　答
伊賀市農業公園における農業祭りや交流イベント、伊賀鉄道沿線における菜の花プロジェクトの交流イベント、大山田地区における農業小学校の開
催、三重大学伊賀拠点と連携したバイオマス関連事業などを実施しています。
今後は意欲ある農村集落、団体などに、活性化と交流推進を目的としたモデル事業を委託し、その成果を地域全体に還元することで地域全体の交
流推進につなげたいと考えています。

質問内容

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為の施策は、具体的にはどのように
どれ位進んでいるのでしょうか。
農業従事者が高齢化し、田畑が作られなくなっているのを多く見かけます。

回　　　　答
地域営農の基礎となる推進体制をつくる為の施策といたしましては、認定農業者の確保、集落営農組織の育成強化及び営農組織の法人化を進め
ております。平成２３年１２月末現在で、認定農業者２２８経営体、集落営農組織97経営体うち法人７件となっております。特に中山間地域などの条
件不利地域につきましては、耕作放棄地等が懸念されていますので、集落営農組織等の地域ぐるみでの営農体制づくりを促進しています。

施策２

Ⅳ　産業振興

基本施策番号４２

伊賀コリドールロードについて、大部分開通しているようですが、現状はどの位出来て
開通し、最終はいつ全線開通するのかと、道路全体を地図で見せて頂ければうれしい
です。

回　　　　答
県営伊賀地区広域農道（愛称伊賀コリドールロード）は、総延長９０．８ｋｍ（内農道４３．０ｋｍ）が環状道路として昭和６１年度に着手、計画建設され
ています。農道区間については、大内工区（６５５ｍ）が２４年２月末で完成し、事業完了となります。建設区間については、現在、県道上友田円徳院
線（２ｋｍ内一部事業化）、県道伊賀甲南線（１．７ｋｍ）及び県道蔵持霧生線（２．１ｋｍ）の改良拡幅工事が未整備となっています。広域農道全体で
は、８５．１ｋｍが完成供用開始となり、進捗率は、９３．７％となります。
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個別施策質問の回答 追加資料
（Ｈ２４．１．10）

担当課

農林振興課

商工労働
観光課

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

生活課題 全国の人が、伊賀の特産物を認めている

担当課

農林振興課

個別施策名

施策５

質問内容

農林業を通じた交流活動の推進
グリーンツーリズム事業の進捗状況を説明して下さい。
又、事業の最終目標はどうか、観光に結びつくのか。

個別施策名

施策１０

質問内容

６次産業化事業としては菜の花プロジェクトが挙げられます。　遊休農地で菜の花を栽培し、美しい農村景観に観光客を呼び込む。　伊賀産菜種油
を特産品として売り出す。　そして従来はたい肥として農地に還元していた油かすを「オイルケーキ（脱脂菜種）」として食用利用する取り組みをして
います。
「６次産業」と冠のついた支援はありませんが、例えば農産加工の機械器具を購入する場合の伊賀市としての支援制度はあります。
また、国の６次産業化交付金の助成が得られる支援などをしています。

Ⅳ　産業振興

基本施策番号４３

回　　　　答
伊賀市農業公園における農業祭りや交流イベント、伊賀鉄道沿線における菜の花プロジェクトの交流イベント、大山田地区における農業小学校の開
催、三重大学伊賀拠点と連携したバイオマス関連事業などを実施しています。  伊賀市の魅力は市街地の城下町と周辺農村部が文化や経済活動
などで一体的な生活圏を形成しているところだと思いますので、今後は市街地と農村部を双方めぐり滞在時間が長くなり、宿泊を伴うような交流を推
進したいと考えています。　 最終目標は交流人口の増加によって地域が活性化し、そのことで定住人口が増加し、発展的に持続可能な地域となる
ことだと考えます。

（グリーンツーリズム事業と観光振興ビジョンとの整合性はどうか）
現在策定中の伊賀市観光振興ビジョンにおいては、伊賀市の観光がめざすべき将来の３つの姿として、ビジョン１、多様なものに出会える場である、
ビジョン２、価値をじっくりと味わえる場である、ビジョン３、誰もが参加して支える場であるの３点を伊賀らしい観光が実現できる場として設定し、大都
市にない自然と歴史の魅力を活かした観光スタイル、伊賀の文化の本質に触れられるような観光スタイル、また、多くの人々が共感し、支え合いな
がら持続性のある地域産業としていけるような観光スタイルをめざしたいと考えており、“産業”、“歴史・文化”、“自然と健康”“農林業と食”など、豊
かな地域資源を活用したテーマ性の高い観光スタイル、いわゆるニューツーリズムの拡充を図ってまいりたいと考えています。

新たな農業の展開

回　　　　答

・現在、６次産業化を進めておられる事業が「モクモクファーム」以外にあれば概要
　でも教えて下さい。
・行政として、６次産業化を推進している団体に対して、どのような支援をされている
　のか？
（小規模な農業団体では、６次産業化を進めることはむずかしいと思われます。その
ような状況での行政の１次・２次・３次産業に対する支援が重要だと思われます。）

2



個別施策質問の回答 追加資料
（Ｈ２４．１．10）

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

生活課題 観光客が増えている

担当課

企画課

3

4

担当課

中心市街地
活性化推進室

商工労働
観光課

質問内容

施策

・地域の特色ある観光振興では、文化財などの観光資源を活かした事業として、旧赤井家（忍町武家屋敷）の整備を予定しております。忍町武家屋
敷については、平成２５年度中の整備を予定しておりますが、本年度は基本設計のための市民ワークショップを開催し、観光客にとっても魅力ある施
設の在り方等について検討いただいており、現在まで４回開催いたしましたワークショップにより概ね意見集約が出来たところです。

両施策に対して、どのような事業を展開されているのか教えて下さい。
また、今後実行性のある事業を進めて行こうと考えておられるか教えて下さい。

観光地としての魅力の熟成

個別施策名

地域の特色ある観光振興

回　　　　答
伊賀線と近鉄大阪線との連絡（接続）改善については、伊賀鉄道との協議の中で申し入れを行ない、ダイヤ改正時に改善に努めていただいていると
ころです。しかし、双方の列車本数に違いがあることから、全ての大阪線の列車と接続を図ることは難しい面があります。また、名古屋からの鉄道ア
クセスという点では、ＪＲ関西本線の亀山駅で、名古屋方面及び加茂方面との列車の接続について、要望活動の結果、次回のダイヤ改正から大幅
に改善されることになりました。接続改善について、今後も引き続き各鉄道事業者へ働きかけを行い、利便性が向上するよう努めて参ります。

回　　　　答

質問内容

伊賀市観光協会連絡協議会に「観光振興事業」を委託し、観光キャンペーン事業、観光パンフレット・情報誌の作成、語り部の育成、ニューツーリズ
ム創出事業、インバウンド（外国人誘客）事業などに取り組んでいます。また、多様化・個性化する観光ニーズに対応するため「伊賀上野NINJAフェ
スタ」などテーマ性のあるイベントの開催を支援しています。また、各地域の特色を活かした観光振興を図るため観光協会への助成を行っています。
今後は、さらに“産業”、“歴史・文化”、“自然と健康”“農林業と食”など、市内の豊かな地域資源を活用した着地型観光商品の開発・流通を進めて
いきたいと考えています。

観光事業に力を注ぐべきと思うが、もっと魅力的で集客力のある施設が欲しい。
又、名古屋・大阪からの鉄道のアクセスが不良。（伊賀鉄道と近鉄本線の連絡が悪
い）

Ⅳ　産業振興

施策３ 観光地としての魅力の熟成

基本施策番号４４
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個別施策質問の回答 追加資料
（Ｈ２４．１．10）

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

生活課題 身近な地域で日常の買い物が済ませられる

担当課

中心市街地
活性化推進室

商工労働
観光課

担当課

中心市街地
活性化推進室

商工労働
観光課

個別施策名

施策１

質問内容

基本施策番号４５

身近に日常的な買い物ができる店舗を確保するため、①既存店舗の魅力アップのための支援（一店逸品事業）、②不足業種店舗の創設支援（空き
店舗補助）、③商店街活性化のための支援（各商店街ソフト事業補助）を実施しています。また、まちなかでの消費活動を活発化させるため、①まち
なか市への支援（たからもの市）、②中心市街地でのイベント開催支援（ＮＩＮＪＡ、にぎわいフェスタ）を実施しています。

質問内容

中心市街地への誘客の強化

・市駅前再開発事業により、観光バス向けの乗降場を整備し、上野公園周辺施設への観光客をまちなかへ回遊させ、再開発ビル４階５階の公共施
設整備により、社会の各分野の活動拠点、文化活動や地域活動の拠点となり、市内全域からの集客を図り、魅力ある店舗誘致と相まってまちなか
の回遊性の向上につなげていく。（一日2,500人から4,200人に）
・楽しく歩けるまちなみづくりと回遊性の向上のための事業として「まち巡り拠点施設整備事業」がありますが、休憩所やトイレ整備の具体的な計画
は現在ございません。

中心市街地活性化の推進
高齢者等の買い物弱者を作らないため、具体的にどのような施策をとっているのか
教えて下さい。

回　　　　答
・近隣商店街等において最寄品の買い物を可能とするため、空き店舗対策等を通して引き続き不足業種を中心に新規出店を促します。また、御用
聞き事業として、買い物代行や宅配等の事業を㈱まちづくり伊賀上野が検討されており、今後、住民自治協議会や社会福祉協議会とも連携を図ら
れ事業化出来るよう市としても支援して参りたいと考えております。

回　　　　答
・駅前ビル（ハイトピア伊賀）の中心市街地への誘客効果として、駅前ロータリーに観光バスの発着場を設けることや、ビル１階に観光案内所を設置
することにより、観光客の中心市街地への誘導が図れるとともに、ビルの地下駐車場と併せて駅前広場にも駐車場を確保することから、そこを基点
とした誘導効果も考えられます。また、駅前広場では各種イベントの開催を予定していることから、これらの直接的な集客も見込まれます。
・導線の関係ですが、新庁舎建設と併せまして、上野公園から駅前への導線整備を検討しております。
・休憩所及びトイレについては、まちなか回遊の立ち寄り拠点として、現在整備内容を検討しております忍町武家屋敷内に設置を予定しております。
また、本町通り周辺にポケットパークの設置も計画しており、設置場所等について現在検討しているところです。

Ⅳ　産業振興

・各施設（駅前ビル・市役所）は中心市街地への誘客にどのような効果があるのか。
　導線は考えられるのか。
・休憩所やトイレ整備とあるが、具体的な計画があればお教え下さい。

個別施策名

施策３
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個別施策質問の回答 追加資料
（Ｈ２４．１．10）

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

生活課題 企業が進出し、雇用の場が増える

担当課

商工労働
観光課

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

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

担当課

教育委員会
教育総務課

こども家庭課

質問内容

Ⅳ　産業振興

基本施策番号４８

Ⅳ　産業振興

回　　　　答

（保育所）
そのようなことはありません。保育所へ入所要件は、※別紙資料の【入所できる児童】の欄をご覧ください。

（幼稚園）
市立幼稚園としては、「桃青の丘幼稚園」があります。
幼稚園規則により、「幼稚園に入園できる者は、入園年度の４月１日現在、３歳以上で小学校就学の始期に達するまでの市内に居住する幼児とす
る。また、定員に満たないときは、市外に居住する幼児を入園させることができるものとする。」としています。
転入者が優先されることはありません。

質問内容

広域的、戦略的な企業誘致活動
ゆめポリスは完売したようですが、旧市町村が開発した工業用地の利用状況を
教えてほしい。未利用の市有地も含めて。

・昨年、公的工業団地である「ゆめぽりす伊賀」が完売したことで、旧市町村が開発した工業用地は全て完売いたしました。今後は新名神高速道路
の開通等インフラ整備が進んでいることをセールスポイントにして、名阪国道沿いの民間用地等への誘致や産官学連携地域創造センター「ゆめテク
ノ伊賀」を活用し、新産業の創出を行い、未利用地を減少させる誘致活動を行います。

市内幼稚園の入園に際し、転入者が優先されていると聞きました。
この様な事があったのですか。
入園規定を教えて下さい。

個別施策名

施策１

基本施策番号４７

回　　　　答
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個別施策質問の回答 追加資料
（Ｈ２４．１．10）

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

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

担当課

公共事業
対策室

Ⅴ　交流基盤

基本施策番号４９

【名神名阪連絡道路】
　名神高速道路（東近江市：蒲生スマートインター）から新名神高速道路（甲賀市：甲賀土山IC）を経て、名阪国道（上柘植IC）に至る約30kmの「地
域高規格道路」であり、平成13年12月28日に「調査区間」の指定を受けています。しかし、整備の前程となる「整備区間」への格上げが未だになさ
れていないことから、伊賀市・名張市並びに滋賀県甲賀・東近江地域の８市町で組織している「名神名阪連絡道路整備促進期成同盟会」におい
て、「整備区間」への格上げと、名阪国道から青山地内の国道165号までの区間の「候補路線」指定を求めて、国・三重県・滋賀県に対し要望を行っ
ています。
　（整備の流れ：「候補路線」→「計画路線」→「調査区間」→「整備区間」→「事業着手」）

【新名神高速道路から名阪国道へのアクセス道路整備】
　新名神高速道路「甲南IC」から名阪国道へのアクセス道路としては、県道甲賀阿山線～甲南阿山伊賀線が主要な路線となっていますが、２車線
改良済であることから、更なる整備は計画されていません。（河合地内での歩道整備整備など安全対策は一部事業化されています）
　一方、「信楽IC」からのアクセスも重要となりますが、現在、同IC方面からは次の２路線の整備が進められています。
①国道422号「三田坂バイパス」
　甲賀市の新名神高速道路「信楽IC」から国道307号を経由し、信楽、丸柱、諏訪、三田地区を通じ上野市街地に通じる国道422号では、三重県に
おいて全長5,700mのバイパス整備が進められています。現在、諏訪・三田地内で既に1,660mの区間が供用を開始されており、残るトンネル
（L=1,528m）、橋梁（4基）を含む3,440mの区間の進捗が図られています。バイパスの完成予定は今後の予算状況によることから明確には公表され
ていませんが、平成29年度末を完成目標とされています。
②国道307号「信楽道路」「長野バイパス」
　「信楽IC」から信楽地内の国道422号を結ぶ国道307号では、国の直轄事業による「信楽道路」と、滋賀県による「長野バイパス」が整備に着手され
ています。両バイパスの総延長は9,700mで、現在、両道路とも１期工事区間での調査設計や用地推進が図られている段階です。

　なお、上記の整備要望、整備中の路線は、式年遷宮までの完成は見込まれません。

質問内容

広域道路網の整備促進

個別施策名

施策２

回　　　　答

新名神と名阪国道を結ぶ南北道路の強化を図るとなっていますが、進捗状況を
お教え下さい。
伊賀市の観光においても、甲南インターから名阪国道までのアクセス道路の整備が
急務と考えております。
平成25年、伊勢神宮の遷宮に間に合うのでしょうか。
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個別施策質問の回答 追加資料
（Ｈ２４．１．10）

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

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

担当課

情報推進室

担当課

秘書広報課

基本施策番号５２

回　　　　答

回　　　　答
　市からの広報手段として、ＩＴを使用しての伊賀市ホームページ以外に、広報紙、行政情報チャンネルの充実に取り組んでおり、ＩＴに不慣れな方に
も市からの情報が伝わるようにしております。
　ＩＴに馴染んでいただくための施策では、公民館主催のパソコン教室を実施しております。

Ⅴ　交流基盤

質問内容

旧郡部のＩＴに対応できない高齢者に対する市民サービスをどのようにされているのか教えて下さい。

質問内容

伊賀市の情報発信のためにツイッターやＦａｃｅ　ｂｏｏｋなどを使う予定はありますか。

伊賀市では現在、広報いが市・ホームページ・行政情報番組などを通じて情報発信をしております。また、市長の部屋や参声広場、行政情報番組
の市民なっ得コーナーにおいて、住民の皆さんから行政についてのさまざまなご質問・ご意見をいただき、それに対して回答している状況です。ご
質問のツイッターやＦａｃｅ　ｂｏｏｋを使用する予定はございませんのでご了承ください。
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個別施策質問の回答 追加資料
（Ｈ２４．１．10）

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

生活課題 地域の資源を活かした交流が広がってい

担当課

企画課

担当課

事務局

回　　　　答

基本施策番号５４

・奥の細道サミットへの参加＝芭蕉翁の奥の細道紀行ゆかりの市町村及び関係機関で組織するサミットに参加し相互交流を行っている。
・大津市との交流＝芭蕉翁ゆかりの滋賀県大津市と江州音頭を通じ互いのイベントに参加するなど相互交流を行っている。
・東大寺サミットへの参加＝東大寺の造営や再建等で歴史的に関係の深い市町村で組織するサミットに参加し相互交流を行っている。
・カシオペアの会への参加＝伊賀市、亀山市、甲賀市及びかめやま美術館で組織され、各種事業を通じ広域的な文化及び観光振興、相互の情報
交換等を行っている。

質問内容

地域間交流の推進

東海自然歩道の管理等、現状を教えてもらいたい。

現在行っている事業を教えてください。
また、今後行っていきたい事業があれば教えて下さい。

Ⅴ　交流基盤

個別施策名

≪三重県環境森林部自然環境室　確認≫
県が市とパトロールと除草作業の業務委託をし、東海自然歩道利用者が安全・快適に利用できるよう管理をしている。（市がパトロール員８名と委
託契約、年９回パトロール実施）
※補足　年間利用者数（推定）　①余野公園～滋賀県　6,600人、②霊山周辺　1,800人、③青山高原周辺　25万800人

施策１

質問内容

回　　　　答
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個別施策質問の回答 追加資料
（Ｈ２４．１．10）

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

生活課題

担当課

市民生活課

質問内容

回　　　　答
ご質問いただいていることと同じ設問はないですが、今年度外国人住民のための生活意識実態調査を１０月～１１月に行いました。
その中で「伊賀市に住んでよいと感じることはなんですか。」の問いには、
　　環境２０％、　仕事のチャンスが多い１３％、　情報が豊富１２％
　「伊賀市に住んでいて困ることや嫌なことは何ですか。」
　　家賃が高い２０％、　物価が高い１３％、　言葉が通じない４％、　買い物が不便４％
　「あなたは市の行政サービス全般について、どの程度満足していますか。」
　　満足している１８％、　おおむね満足している３１％、　ふつう２４％
外国人住民協議会については、施策を行う上での課題の掘り起しや解決に向けての提言をいただいており、交流や啓発といった活動を行う団体で
はないので、詳しくは記載していません。

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

Ⅴ　交流基盤

基本施策番号５５

満足度はまちづくりアンケートによるものだと思いますが、実際伊賀に在住している外国人の人たちの伊賀市で住んで、働いている満足度はどれくらいでしょうか。
何か調査していますか。
また、施策の中に平成17年から設定している「伊賀市外国人住民協議会」について触れられていないのはどうしてですか。
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