
基本方針３：産業の多面的機能の発揮
３・１・１・２ 街なみ環境・景観形成の推進

千円 千円 千円

啓発事業 16 啓発事業 16
景観審議会経費 472 景観審議会経費 120 景観審議会経費 349

計 488 計 120 計 365
　　　　　　　平成２２年度の取組施策 　　　　          　平成２３年度の取組施策

千円 千円 千円
町家活用推進事業委託料 600 町家活用推進業務委託料 600 町家活用推進業務委託料 500
街なみ環境整備事業測量設計委託料 5,462 街なみ環境整備事業測量設計委託 6,212 街なみ環境整備事業測量設計委託料 14,791
街なみ環境整備事業工事費 117,948 街なみ環境整備事業工事費 98,628 街なみ環境整備事業工事費 99,895
街なみ環境整備事業用地取得費 95,357 街なみ環境整備事業用地取得費 84,200 都市景観形成助成金 6,000
都市景観形成助成金 7,000 都市景観形成助成金 4,125 まちづくり協議会助成金 200
まちづくり協議会補助金 200 まちづくり協議会助成金 200 事務費等 2,503
事務費等 4,813 事務費等 982

計 231,380 計 194,947 計 123,889

　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策 　　　　　　平成23年度の取組施策

３・１・１・３ 中心市街地活性化に係る活動の促進

千円 千円 千円

一店逸品フェアー開催 250 一店逸品フェアー開催 250 一店逸品フェアー開催 250

計 250 計 250 計 250
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成２２年度の取組施策 　　　　　　平成２３年度の取組施策

千円 千円 千円

伊賀上野銀座商店街振興組合補助 700 伊賀上野銀座商店街振興組合補 700 伊賀上野銀座商店街振興組合補助 650
上野中町商店会補助 200 上野中町商店会補助 400 上野中町商店会補助 360
その他にぎわい活性化補助 1,000 その他にぎわい活性化補助 800 その他にぎわい活性化補助 1,100
空き店舗改装補助 3,000 空き店舗改装補助 1,000 空き店舗改装補助 2,000
空き店舗改装家賃補助 1,800 空き店舗改装家賃補助 1,383 空き店舗改装家賃補助 1,200

計 6,700 計 4,283 計 5,310
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策 　　　　       　　平成23年度の取組施策

千円 千円 千円
にぎわいフエスタ委託事業 1,300 にぎわいフエスタ委託事業 1,300 にぎわいフエスタ委託事業 1,300

計 1,300 計 1,300 計 1,300
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策

各個店の魅力アップを図り、日頃から逸品の開発・
発掘・研究を行い、そのお披露目の場として逸品
フェアを行う。

・景観計画の進行管理を行う。
・色彩ガイドラインの策定を行う。

①街なみ環境整備事業の推進
　・道路美装化工事及び測量設計
　・忍町交流センター活用検討ワークショップ
　　及び基本設計
　・紺屋町広場活用ワークショップ及び
　　整備工事及び防火水槽設置工事
②ふるさと風景づくり助成金の実施
　・重点風景地区等の改修に対する助成
　・城下町らしい修景への啓発
③町家活用推進事業の実施
　・町家の活用について業務委託

平成23年度事業計画

平成23年度事業計画

にぎわいのある商店街再生のため、商店街等に支
援を行う。また、中心市街地の空洞化を是正するた
め、空き店舗の改装、家賃補助を行う。

事業推進係

伊賀市

平成２２年度の取組結果
・伊賀市景観審議会において、ふるさと風景づく
りに関する事項について、調査及び審議を行っ
た。
・景観計画の進行管理を行った。
・色彩ガイドラインの検討を行った。

伊賀市
平成２２年度事業計画 平成２２年度事業実績

・景観計画の進行管理を行う。
・色彩ガイドラインの策定を行う。

中心市街地活性化推進室
担当課

平成23年度事業計画

中心市街地への賑わい創出のひとつとして市民夏
のにぎわいフェスタを開催。楽市・楽座をメインとし、
市民自らが創り上げていくイベントにより、中心市街
地の活性化を図る。

平成22年度事業計画

市民夏のにぎわいフェスタとして楽
市楽座を開催し、フリーマーケット
やイベント等を通して地域の賑わ
いを創出する。

中心市街地への賑わい創出のひとつとして市民夏の
にぎわいフェスタを開催。楽市・楽座をメインとし、市民
自らが創り上げていくイベントにより、中心市街地の活
性化を図る。

中心市街地等商店街活性化事業 担当課

3.1.1.3

商工労働観光課

街なみ環境・景観形成
の推進

事業全体の内容
中心市街地の活性化及び水・緑・
歴史空間の整備をテーマに魅力あ
る城下町の再生、かつての賑わい
や潤いの創出、暮らしやすい・暮ら
し続けたい｢うえのまち｣を創り上げ
ることを目標に、ハード・ソフト両面
からの整備を図る。
小公園等の整備、道路の美装化、
水路の整備、空き町屋の有効利
用、景観保全・修景助成等

・伊賀市景観計画の策定
・景観法に基づく伊賀市ふるさと景
観条例の整備
・景観啓発活動
・伊賀市ふるさと景観条例に基づ
き、伝統と風格あふれる城下町に
ふさわしい町並み景観づくりをより
一層推進する

　　　　　活性化計画の施策の概要

街なみ環境・景観形成
の推進

市街地整備推進事業費(街なみ環境整備事業）

3.1.1.2

個店の機能強化と商店街機能の
充実
（伊賀上野逸品フェアー開催）

事業全体の内容

商工労働支援係

中心市街地に係る活
動の促進

２
事
業
内
容

3.1.1.3
中心市街地に係る活
動の促進

3.1.1.3

中心市街地等商店街活性化事業

にぎわいのある商店街再生のため、商店街等に支援
を行う。５月１７日から６月１１日まで希望者を広報及
び市のホームページで募集する。三重県の補助金も
活用し、４店舗程度の予算を計上した。

担当課

各個店の魅力アップを図り、日頃から逸品の開発・発
掘・研究を行い、そのお披露目の場として逸品フェアを
行う。

商工労働観光課
商工労働支援係

各商店街事業の補助

中心市街地に係る活
動の促進

２
事
業
内
容

事業全体の内容

１事業名

１事業名

２
事
業
内
容

商工労働支援係
１事業名 中心市街地商店街等活性化事業 担当課

平成22年度の取組結果

１事業名 市街地整備推進事業費(景観形成事業） 担当課

２
事
業
内
容

２
事
業
内
容

事業全体の内容

１事業名

平成22年度事業計画

①街なみ環境整備事業の推進
　・道路美装化工事及び測量設計
　・紺屋町広場測量設計及びワークショップ
　・サイン設置事業
②ふるさと風景づくり助成金の実施
　・重点風景地区等の改修に対する助成
　・城下町らしい修景への啓発
③町家活用推進事業の実施
　・町家の活用について業務委託

3.1.1.2

都市計画課

平成２２年度の取組結果

平成２２年度事業計画

平成22年度事業実績平成22年度事業計画

昨年度から取り組んできた一店逸品運動の総
括として、逸品カタログの作成、スタンプラリー、
逸品巡りツアーを行うことにより、各参加店や開
発・発掘した逸品の周知を図り、伊賀上野の逸
品として盛大に売り出すことができ、逸品ファン
も着実に増えており、また新規顧客の開拓も図
れた。
○逸品フェア開催　（５月７日～２３日）
　・ツアー参加者　１２９名
　・アンケート回答数　２５１名

事業主体
各商店街振興組合

商工労働観光課

事業主体

平成２２年度事業実績

平成22年度事業実績

事業主体

事業主体
伊賀市、上野商工会議所

平成22年度の取組結果
①街なみ環境整備事業の推進
　・道路美装化工事及び測量設計
　・紺屋町広場旧ふたば幼稚園園舎解体
　　実施設計及び解体工事
　・忍町交流センター用地測量及び用地取得
②ふるさと風景づくり助成金の実施
　・重点風景地区等の改修に対する助成
　・城下町らしい修景への啓発
③町家活用推進事業の実施
　・町家の活用について業務委託

平成２３年度事業計画

平成２３年度事業計画

平成22年度の取組結果

本町通りと銀座通りを歩行者天国にしそれぞれ
の通りの空きスペース等を活用してすべての人
が一日楽しめる空間をテーマに楽市楽座を開
催し、来場者５万人の人出を得て、中心市街地
商店街の活性化に寄与した。

事業主体
伊賀市、実行委員会、商店街連合会

商店街等が実施する事業に対し支援を行った。
事業開催中は、商店街の賑わいを創出した。ま
た、中心市街地に集客施設を整備する事業者
に対し支援を行い、中心市街地の活性化に寄
与した。

　　　　　　　　　　平成23年度の取組施策

平成22年度事業実績

事業全体の内容



３・１・１・４ 上野市駅前地区市街地再開発事業の推進

千円 千円 千円

再開発ビル建築工事費 766,921 再開発ビル建築工事費 50,000 再開発ビル建築工事費 2,587,957
工事監理業務委託 26,049 埋蔵文化財発掘調査負担金 3,200 道路及び電線共同溝整備工事費 158,756
埋蔵文化財発掘調査業務 3,200 仮設店舗維持管理等経費 20,313 既設建築物除却工事費 167,248
仮設店舗維持管理等経費 23,035 附帯業務（事業推進業務ほか） 37,197 調査設計費 104,942
附帯業務（事業推進業務ほか） 60,869 既設建築物除却工事費 4,606 仮設店舗維持管理経費 22,655
既設建築物除却工事費 15,341 補償費 20,627 補償費 126,827
補償費 40,617 事務費等 7,390 附帯業務費 54,456
事務費等 12,016 事務費 4,967

公債費 698,730
計 948,048 計 143,333 計 3,926,538

　　　　　　　平成２２年度の取組施策 　　　　　　平成23年度の取組施策

３・１・３・１ 伊賀神戸駅周辺整備

千円 千円 千円

測量試験費 6,740 測量設計費 6,561 工事費 1,000
用地取得費 1,000 不動産鑑定調査費 147 用地取得費 46,000
事務費 260 事務費 190 事業補償費 3,000

事務費 1000
計 8,000 計 6,898 計 51,000

　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策 　　　　　　平成２３年度の取組施策

３・３・１ 多様な活動を受け止めうる林業基盤の整備

千円 千円 千円
需用費 20 需用費 12 需用費 11
検査委託料 1,421 検査委託料 1,148 検査委託料 1,389
補助金 10,000 補助金 8,413 補助金 10,000

計 11,441 計 9,573 計 11,400
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成２２年度の取組施策

千円 千円 千円
7,000 9,570 5,000

計 7,000 計 9,570 計 5,000
　　　　　　　平成２２年度の取組施策 　　　　　　平成２３年度の取組施策

千円 千円 千円

事業費負担金 15,750 事業費負担金 17,750 事業費負担金 17,159

計 15,750 計 17,750 計 17,159
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成２２年度の取組施策 　　　　　　平成２３年度の取組施策

平成２２年度の取組結果
各営農組織が購入した農機具に対して助成を
行い、規模拡大と生産コストの低減、効率化へ
の取組みを支援することにより、地域農業の発
展に寄与した。

農業集団近代化施設設備事業推進助
成金

農業集団近代化施設設備事業推
進助成金

営農組織の規模拡大と生産コストの低減、効率化へ
の取組を支援し、地域農業の維持・発展の中心となる
べき農業経営体の育成確保を目指す。

活性化計画の施策の概要

三重県

平成２２年度の取組結果

事業主体

営農組織の規模拡大と生産コストの低減、効率化
への取組を支援し、地域農業の維持・発展の中心と
なるべき農業経営体の育成確保を目指す。

各種工事の進捗を図る。

平成２３年度事業計画

事業用地を確保するため、用地取得を行い、事業の
進捗を図る。

平成23年度事業計画

農業集団近代化施設設備事業推進助
成金

平成２３年度事業計画

平成２３年度事業計画

再開発ビル建築工事を完成させ、道路整備工事に
着手する。また、再開発ビルのオープンに向けて、
ビルの商業テナントリーシングや商業コンサルティン
グ業務を引き続き進める。

平成２３年度の取組施策

平成２３年度事業計画

森林の適正管理を徹底するため、緊急に間伐すべ
き森林において助成を行う。

事業全体の内容

１事業名 上野市駅前地区市街地再開発事業

１事業名

２
事
業
内
容

3.1.1.4

　　　　　活性化計画の施策の概要

上野市駅前地区（1.1ha）を第１種
市街地再開発事業により、多目的
に利用できる集いの広場を中心に
公共交通の拠点整備や駐車場の
整備を行う駅前広場と観光や地場
産業の振興など複合機能を備えた
建築施設を確保することとしている
平成２３年度完成予定

平成２２年度事業実績

農業用用排水施設及び農業用ため池の整備を
行った。

平成２２年度事業計画

農業・農村基盤の総合整3.3.2.1

伊賀神戸駅周辺整備

伊賀市

測量設計業務を行い、事業の進捗を図った。

平成22年度の取組結果

平成２２年度の取組結果

事業主体
伊賀市、組合

既設建築物除去及び埋蔵文化財調査を行う。
・再開発ビル建築工事を着工する。
・商業テナントのリーシングを行う。
・仮設店舗の維持管理、物件等の明渡しに伴う権利者
への補償を引き続き行う。

担当課伊賀神戸駅周辺整備事業

・再開発ビル敷地に係る既設建築物除却と埋
蔵文化財調査を完了し、再開発ビル建築工事
に着工した。
・再開発ビル商業テナントのリーシング業務及
び権利者への補償業務を進めた。
・引き続き仮設店舗の維持管理を行った。

伊賀市

事業主体

平成22年度事業実績

森林の適正管理を徹底するため、緊急に間伐すべき
森林において助成を行う。

平成２２年度事業計画

事業推進係

振興係
農林振興課

3.1.3.1

担当課

測量設計業務、用地取得業務を行い事業の進捗を図
る。

県単林道事業１事業名

5.3.1.2

事業期間：平成１９年度～２４年度
総事業費：９９,７８０万円
生産基盤の整備・生活環境等の総
合的な整備を進める。名張市を含
む広域圏型事業。
用水路改修4,470m頭首工１箇所、
揚水機３箇所、排水路改修１箇
所、農道整備2,540m３箇所、ため
池改修５箇所、農業集落道770m１
路線

２
事
業
内
容

事業全体の内容

２
事
業
内
容

営農組合に対する高性能農業用
機械機具の導入支援

１事業名

集落営農等の推進

事業全体の内容

農村整備課
担当課県営農村振興総合整備事業伊賀地区

担当課
農村整備課

平成２２年度事業計画

担当課
中心市街地活性化推進室 事業主体

伊賀神戸駅周辺の約70haの区域
において、県道上野・名張バイパ
スの完成と併せて、駅前広場と接
続道路の整備を図り、周辺低未利
用地の有効活用方策の検討を行
う。

上野市駅前地区市街
地再開発事業の推進

事業全体の内容 平成２２年度事業計画

平成２２年度事業実績平成22年度事業計画

都市計画課

２
事
業
内
容

事業全体の内容

3.3.1

森林の適正管理を推進するため、
緊急に間伐を実施すべき森林にお
いて、間伐実施者に対する支援を
行う。
　人工林における概ね1ha以上の
森林で、林令が１６年生から概ね４
５年生のスギ・ヒノキで２０％以上
間伐する森林所有者に助成

多様な活動を受け止
めうる林業基盤の整備

２
事
業
内
容

１事業名 緊急間伐推進事業

平成２２年度事業実績
伊賀市

平成２２年度事業実績

平成２２年度の取組結果
森林の適正管理を徹底するため、緊急に間伐
すべき森林において助成を行なった。

事業主体

各種工事の進捗を図る。



３・３・２・２

千円 千円 千円

小規模土地改良事業等補助金 9,068 小規模土地改良事業等補助金 8,985 小規模土地改良事業等補助金 10,400

計 9,068 計 8,985 計 10,400
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策 　　　　　　平成23年度の取組施策

３・４・２ 観光・体験・交流情報の集積と発信

千円 千円 千円

観光振興事業委託料 13,764 観光振興事業委託料 10,964 観光振興事業委託料 10,964
観光案内所業務委託 7,151 観光案内所業務委託 7,151 観光案内所業務委託 7,151
観光協会活動補助 6,008 観光協会活動補助 6,008 観光協会活動補助 6,008

計 26,923 計 24,123 計 24,123
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成２２年度の取組施策 　　　　　　平成２３年度の取組施策

３・４・３ 祭り、イベントなどの開催の促進

千円 千円 千円
1,655 1,655 1,655

薪能実施委員会負担金 1,000 薪能実施委員会負担金 1,000 薪能実施委員会負担金 1,000
伊賀上野城築城400年記念事業負担金 7,500

計 2,655 計 2,655 10,155
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成２２年度の取組施策 　　　　　　平成２３年度の取組施策

千円 千円 千円
観光振興事業委託料 2,800 観光振興事業委託料 2,800 観光振興事業委託料 2,800

計 2,800 計 2,800 計 2,800
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策

千円 千円 千円
ふれあい農業祭補助金 184 ふれあい農業祭補助金 184 ふれあい農業祭補助金 184

計 184 計 184 計 184
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策

平成23年度事業計画

平成２３年度事業計画

平成２３年度事業計画

伊賀上野NINJAフェスタ事業委託料

平成23年度事業計画

【ＮＩＮＪＡフェスタ】
4月1日～5月5日まで開催し、観光集客力の向上を
図る。
【薪能】
10月1日（土）に開催予定
【伊賀上野城築城400年祭】
更なる新規観光客の誘客を図るため、平成23年度
において伊賀上野城築城400年記念事業を実施予
定。

【観光振興事業】
・観光パンフレットの作成、インバウンド誘客、語り部
の育成等を実施。
【観光案内所業務】
・上野公園入口及び上野市駅前観光案内所で案内
業務を実施。
【観光協会活動補助】
観光協会活動補助を行い地域の情報発信の充実を
図る。

担当課
伊賀支所振興課

地域間交流を目的として開催された祭で、本年で１１
回目となり、各種団体の協力を得て実施する。

平成22年度事業計画

２
事
業
内
容

平成22年度事業計画

3.4.3

ふれあい農業祭開催事業

祭り、イベント等の開
催の促進

観光・体験・交流情報
の集積と発信

事業全体の内容

3.4.2

3.4.3
祭り、イベントなどの開
催の促進

１事業名

担当課

・霊山桜まつりの開催
・余野公園つつじ祭りの開催
・紅葉まつりの開催
・観光情報の発信

桜まつり、つつじ祭り、紅葉まつりへの協力と観光情
報を発信することで伊賀市の周知を図る。

１事業名

事業全体の内容

１事業名

観光振興事業

【観光振興事業】
・観光パンフレットの作成、インバウンド誘客、語り部
の育成等を実施。
【観光案内所業務】
・上野公園入口及び上野市駅前観光案内所で案内業
務を実施。観光協会活動補助を行い地域の情報発信
の充実を図る。

担当課

事業全体の内容 平成２２年度事業計画
総合観光パンフレットの作成、語り
部の育成及び観光キャンペーン等
を（社）伊賀上野観光協会へ委託
観光案内業務を（社）伊賀上野観
光協会へ委託

伊賀支所振興課

２
事
業
内
容

商工労働観光課

平成２１年度事業計画
観光振興係

伊賀上野NINJAフェスタ事業委託料

伊賀上野NINJAフェスタ事業委託

事業全体の内容

地域間交流を目的として開催された祭で、本年で１
２回目となり、各種団体の協力を得て実施する。

生産者や各種団体の協力を得て世代間交流、
地域内外の交流が図られた。

事業主体
伊賀市

平成22年度事業実績

平成22年度の取組結果

１事業名

２
事
業
内
容

２
事
業
内
容

平成22年度事業計画

伊賀市

平成22年度の取組結果

平成22年度事業実績

平成22年度の取組結果

平成２２年度の取組結果

農村整備課

観光振興事業委託

土地改良への支援と、施設の維持管理の促進

観光振興係

市単土地改良事業（小規模土地改良事業等補
助金）

１事業名

２
事
業
内
容

事業全体の内容
①土地改良事業（小規模工事）を
行った受益者に対し要した経費の
５０％（5万円以上50万円まで）を補
助する。
②土地改良事業（小規模工事）を
行った受益者が要した材料費（3万
円以上30万円まで）を支給する。

3.3.2.2
土地改良への支援と
施設の維持管理の促
進

商工労働観光課

担当課

平成２２年度事業実績

伊賀市、実行委員会
平成２２年度事業実績

伊賀上野NINJAフェスタ事業委託料

桜まつり、つつじ祭り、紅葉まつりへの協力と観光情
報を発信することで伊賀市の周知を図る。

さくら祭、つつじ祭、紅葉まつりへの協力を行
い、観光情報を発信することで伊賀市の周知を
図れた。

農業用施設等における災害復旧及び土地改良
事業等材料費及び小規模工事費の支給を行う
ことにより、維持費の軽減を図り農業経営の合
理化に寄与することができた。

事業主体

祭り、イベントなどの開
催の促進

NINJAフェスタの開催に係る経費
負担
上野城薪能開催に係る経費負担

事業主体

【ＮＩＮＪＡフェスタ】
4月1日～5月5日まで開催し、観光集客力の向上を図
る。
【薪能】
9月25日（土）に開催予定

地元が自ら実施する土地改良事業等の材料費及び
小規模工事費の支援

伊賀市、実行委員会等

事業主体

平成22年度事業実績

【観光振興事業】
伊賀市観光協会連絡協議会に観光振興事業を
委託した。
※観光パンフレットの作成、インバウンド誘客、
語り部の育成等を実施した。
【観光案内所業務】
伊賀市観光協会連絡協議会に観光案内所業
務を委託した。
※上野公園入口及び上野市駅前観光案内所で
案内業務を実施。
【観光協会活動補助】
※各観光協会事業を実施することにより地域の
特色を活かした観光振興を図った。

伊賀市、伊賀上野観光協会
事業主体

平成２２年度の取組結果

　　　　　　　         平成23年度の取組施策

元が自ら実施する土地改良事業等の材料費及び小規
模工事費の支援

担当課

3.4.3

ふれあい農業祭の開催

　　　　　　　        平成23年度の取組施策

平成23年度事業計画

【NINJAフェスタ】
伊賀上野ＮＩＮＪＡフェスタ実行委員会にフェスタ
の実施に係る経費の一部を負担。また、誘客促
進事業として観光キャンペーン事業を委託。
　※平成22年4月1日から平成22年5月5日まで
開催。忍者衣装変身処8ヶ所（街中の変身処も
含む）、忍者道場７ヶ所開設、その他多数の日
替わり、協賛イベントを開催
　※平成23年2月5日～6日においてNINJAフェ
スタの事前ＰＲとして「NINJAフェスタinお台場」
を開催。
【薪能】
上野城薪能実施委員会に、薪能の実施に係る
経費の一部を負担した。
　※平成22年9月25日に薪能開催



千円 千円 千円
伊賀焼伝統産業会館指定管理料 3,458 3,458 7,250
伊賀焼陶器まつり運営助成 46 伊賀焼陶器まつり運営助成 46

伝統工芸品産業振興補助 558 伝統工芸品産業振興補助 560
地場産業振興事業 880 地場産業振興事業 880
伝統的工芸品産業振興協会負担金 50 伝統的工芸品産業振興協会負担金 50

計 3,504 計 4,992 8,740
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成２２年度の取組施策 　　　　　　    平成２３年度の取組施策

千円 千円 千円
会場設営等委託料 2,295 会場設営等委託料 936 会場設営等委託料 1,951

計 2,295 計 936 計 1,951
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策 　　　　　　　　　平成23年度の取組施策

千円 千円 千円
2,420 2,381 2,150

計 2,420 計 2,381 計 2,150
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成２２年度の取組施策

千円 千円 千円

委託料 1,450 委託料 1,450 委託料 1,450

計 1,450 計 1,450 計 1,450

　　　　　　　平成22年度の取組施策

千円 千円 千円
2,082 2,082 大山田ふるさと夏まつり助成金 1,880

計 2,082 計 2,082 計 1,880
　　　　　　　平成２２年度の取組施策 　　　　　　平成２３年度の取組施策

千円 千円 千円
事業補助金 1,487 事業補助金 758 事業補助金 1,287

計 1,487 計 758 計 1,287
　　　　　　　平成22年度の取組施策

千円 千円 千円

青山夏まつり開催補助金 130 青山夏まつり開催補助金 130 青山夏まつり開催補助金 130

計 130 計 130 計 130

　　　　　　　平成２２年度の取組施策

祭り、イベントなど
の開催の促進

青山夏まつり実行委員会に補助金の交付を行う。
地域の活性化と地域住民の交流が図られる。

青山夏まつり実行委員会に補助金の交付を
行った。地域の活性化と地域住民の交流が
図られた。

青山夏まつり開催に対しての補
助

平成22年度の取組結果

3.4.3

ふれあいフェスタ（産業祭）開
催のための補助

大山田支所振興課

平成２２年度事業実績

大山田ふるさと夏まつり助成金

祭り、イベントなどの開
催の促進

事業主体

平成２２年度の取組結果

担当課

祭り、イベントなどの開
催の促進

伊賀焼伝統産業会館の指定管理により、円滑な利用
を進める。

島ヶ原夏まつり実行委員会への支援を行う。住民が主
体となって夏まつり実行委員会を組織運営し、地域活
性化の促進を図る。

商工労働観光課
１事業名 地場産業振興事業

観光振興係

１事業名

２
事
業
内
容

２
事
業
内
容

１事業名

２
事
業
内
容

１事業名

２
事
業
内
容

２
事
業
内
容

１事業名

２
事
業
内
容

１事業名

１事業名

地域の農産物・商工業者等の展示販売の場、農林
関係の体験の場をつくり、生産者と消費者の交流
の機会を提供する。

伊賀焼伝統産業会館の管理運営
委託
伊賀焼陶器まつり運営補助
地場産業生産振興補助

平成22年度事業実績

実行委員会
平成22年度事業実績

地域活性化及び交流の促進を図ることを目的
に、住民が主体となって企画運営を行う夏まつ
り実行委員会に対して助成を行った。

H21.4に事務局を行政から大山田ふるさと夏ま
つり実行委員会へ移行し、今年度も引続き支援
を行った。

平成２２年度の取組結果

事業主体

しまがはら夏まつり開催補助金

平成２２年度事業実績

事業主体
けんずいまつり実行委員会

地域文化の継承と新産業の創造、活発な交
流の場の促進、コミュニティー活動の活性
化を目的として「けんずいまつり２０１
０」を開催しました。５００人分の大鍋、
伊賀米を用いたもちつきイベント、ステー
ジでの各種団体による太鼓や楽器の演奏が
行われ、情報発信の場や交流の場の促進を
図ることができた。

平成22年度の取組結果

平成22年度事業実績

平成22年度事業実績

事業主体
伊賀市、実行委員会

実行委員会

平成22年度の取組結果

島ヶ原夏まつり実行委員会への支援を行う。住民が
主体となって夏まつり実行委員会を組織運営し、地
域活性化の促進を図る。

平成22年度の取組結果

平成２３年度事業計画

大山田ふるさと夏まつり実行委員会への支援を行
う。

生産者を中心に地域の子供から老人までが集う世代
間交流の場として、また地場産業の発展や特産品振
興を目的としたイベントとして収穫まつりを実施する。

けんずいまつり開催事業

祭り、イベントなどの開
催の促進

事業主体

3.4.3
祭り、イベントなど
の開催の促進

祭り、イベントなどの開
催の促進

3.4.3

しまがはら夏まつり開催補助事業

平成22年度事業計画

青山支所振興課

大山田ふるさと夏まつり実行委員会への支援を行う

平成22年度事業計画

平成２２年度事業計画

大山田ふるさと夏まつり助成金

担当課

２
事
業
内
容

大山田ふるさと夏まつり開催に対
しての助成

事業全体の内容

地域振興事務経費

事業全体の内容

けんずいまつり開催委託

活性化計画の施策の概要

しまがはら夏まつり開催補助金

阿山支所振興課

観光・交流施設の利用
促進

阿山地域の温かみのある地域文化の継承と新産業
の創造、多彩な情報発信の場、活発な交流の場の
促進を図るため、けんずいまつり実行委員会に開
催の委託を行う。

事業全体の内容 平成２２年度事業計画

平成２２年度事業計画

担当課しまがはら夏まつり開催補助事業

事業全体の内容

事業全体の内容

大山田支所振興課

3.4.3

3.4.5

島ヶ原支所振興課

伊賀焼陶器まつりの運営を支援する。

平成２２年度事業実績

事業主体

伊賀焼伝統産業会館の指定管理

伊賀市

10月30日の開催に向け準備をしていたが、台
風が接近し危険回避のため中止した。

伊賀焼陶器まつりの運営を支援した。開催期間
中、全国から来場者があり、広く伊賀焼のPRが
行われた。

平成２２年度の取組結果

伊賀焼振興協同組合他

平成23年度事業計画

・伊賀焼振興協同組合に伊賀焼伝統産業会館
を指定管理委託。
　※入場者　6,252人

生産者を中心に地域の子供から
老人までが集う世代間交流の場と
して、また地場産業の発展や特産
品振興を目的としたイベントを実施
する

担当課

平成22年度事業計画

3.4.3

平成22年度事業計画

担当課青山ふれあいフェスタ開催事業

3.4.3

収穫まつり開催事業

担当課

青山夏まつり実行委員会に補助金の交付を行
う。地域の活性化と地域住民の交流が図られ
る。

3.4.3

平成23年度の取組施策

青山夏まつり開催事業 担当課

地域の農産物・商工業者等の展示販売の場、農
林関係の体験の場をつくり、生産者と消費者の
交流の機会を提供する。

10月３０日開催の準備を行ったが台風14号
の接近により中止となった。

事業主体

実行委員会

青山支所振興課

平成23年度の取組施策

平成23年度事業計画

平成23年度事業計画

平成２３年度事業計画

阿山地域の温かみのある地域文化の継承と新産
業の創造、多彩な情報発信の場、活発な交流の
場の促進を図るため、けんずいまつり実行委員
会に開催の委託を行う。

平成23年度事業計画

平成２３年度の取組施策

平成23年度事業計画

しまがはら夏まつり開催補助金

生産者を中心に地域の子供から老人までが集う世
代間交流の場として、また地場産業の発展や特産
品振興を目的としたイベントとして収穫まつりを実施
する。

　　　　　　　        平成２３年度の取組施策

活性化計画の施策の概要

活性化計画の施策の概要

活性化計画の施策の概要

事業全体の内容

祭り、イベントなど
の開催の促進

事業全体の内容

伊賀焼伝統産業会館及び伊賀･信楽古陶館の指定管理

・伊賀焼振興協同組合に伊賀焼伝統産業会館及び
伊賀･信楽古陶館を一括管理委託することにより円
滑な利用を進める。



３・４・５ 観光・交流施設の利用促進

千円 千円 千円
委託料 7,290 観光施設維持管理委託料 12,585 観光施設維持管理委託料 12,915

計 7,290 計 12,585 計 12,915
　　　　　　　平成２２年度の取組施策

千円 千円 千円
委託料 1,194 委託料 1,349 委託料 1,194
施設管理基金積立金 4,102 施設管理基金積立金 5,473 施設管理基金積立金 5,736
その他 9,524 その他 8,494 その他 7,890

計 14,820 計 15,316 計 14,820
　　　　　　　平成２２年度の取組施策

千円 千円 千円
指定管理料 0 指定管理料 1,000 指定管理料 3,000
施設修繕料 13,655 施設修繕料 8,294 施設修繕料 3,000
施設改修工事費 4,518 施設改修工事費 8,038
畳購入費 893

計 19,066 計 17,332 6,000
　　　　　　　平成22年度の取組施策

３・５・１ 既存商工業の振興

千円 千円 千円

中小企業相談 4,000 中小企業相談 4,000 中小企業相談 4,000
後継者育成対策 300 後継者育成対策 150 後継者育成対策 300
商工会議所、商工会への活動助成 28,500 商工会議所、商工会への活動助成 28,500 商工会議所、商工会への活動助成 28,500
利子補給及び信用保証助成 11,000 利子補給及び信用保証助成 10,846 利子補給及び信用保証助成 8,140
地域振興活性化・産業展 1,000 地域振興活性化・産業展 1,000 地域振興活性化・産業展 900

コミュニティ情報プラザ補助金 100,000

計 44,800 計 44,496 計 141,840
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成２２年度の取組施策

３・５・３・１ 工場の新設・増設への支援

千円 千円 千円
工場誘致奨励金 214,892 工場誘致奨励金 211,259 工場誘致奨励金 181,459

計 214,892 計 211,259 計 181,459
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策

活性化計画の施策の概要

１事業名

２
事
業
内
容

サービスエリア運営事業１事業名

２
事
業
内
容

商工労働観光課
観光施設維持管理事業

事業全体の内容

3.4.5

１事業名

１事業名

事業全体の内容

２
事
業
内
容

交流拠点施設維持管理事業

経年劣化箇所の修繕を行なうとともに、市内外からの
誘客を促進する。

3.4.5
観光・交流施設の利用
促進

平成22年度事業計画

２
事
業
内
容

事業全体の内容

3.5.1 既存商工業の振興

・中小企業相談、後継者育成対策
・商工会議所及び商工会への活動
助成
・中小事業者に対する小規模事業
者融資資金保証金及び利子補給
に対する助成
・中小企業者等へ事業資金の融資
貸付

平成２２年度事業実績

霊山保勝会他

地域活性化・経済対策臨時交付金を活用し（２
１年度からの繰越予算）、温泉施設における経
年劣化箇所等の修繕を行なった。

伊賀市、大山田温泉福祉公社

平成22年度の取組結果

名阪国道利用者の休憩場所として快適に利用
できるよう維持管理を行った。また、 近では犬
を連れての利用者も多く、ドッグランを整備し
た。

平成22年度事業実績

事業主体

伊賀市

既存工業団地への企業立地を促進するため、企業
や研究所等の積極的な誘致を図る。

既存工業団地への企業立地を促進した結果、
公的工業団地は完売しました。

平成２３年度事業計画

市内での工場の新設・増設を促進するため、対象と
なる企業に対して、奨励・助成制度があることを啓
発する。

事業主体
伊賀市

対象企業１５社（用地助成８件、立地奨励１０
件、雇用促進奨励金３件（２９人））に対して、奨
励・助成措置を行いました。

平成２２年度の取組結果

平成22年度事業実績

　　　　　　         　平成23年度の取組施策

　　　　　　　　　　　平成２３年度の取組施策

平成23年度事業計画

小規模事業資金融資制度等利用者に対し保証料補
助、利子補給を行い、企業の経営の安定化を図る。
相談所運営等を行う上野商工会議所、伊賀市商工
会への助成。小規模事業者の経営改善に向け、実
態を把握しながら適切な指導を行う。地域中小企業
の活性化のため産業展、後継者育成事業などを行
う。小規模事業資金制度に対し、三重県と協調融資
協定を結んだ上、市内金融機関に運用資金を預
託。中小企業者等の金融円滑化を促進、企業の育
成と振興を図る。また、中心市街地活性化や商工業
の振興のため駅前再開発ビル内に整備するコミュ
ニティ情報プラザ設置に補助を行う。

入込客数の減少や燃料費、修繕費の増といった状
況においても、健康増進と交流を図る場として安定
したサービスを提供していける施設となるよう、指定
管理者の経営改善を促進する。

平成23年度事業計画

　　　　　　　        平成23年度の取組施策

伊賀市の東の玄関口として、利用者が快適に利用
できるよう施設の維持管理を適切に行う。

伊賀市

事業主体

平成２２年度の取組結果

平成２２年度事業実績

各観光施設の維持管理を適切に行った。

平成２２年度事業実績

事業主体

事業主体

１事業名

２
事
業
内
容

3.5.3.2
適地への企業立地の
促進

既存工業団地への企業立地を促進するため、企業や
研究所等の積極的な誘致を図る。

事業全体の内容 平成22年度事業計画

市内に工場を新設・増設するもの
に対し、奨励・助成措置を講ずるこ
とにより、本市における工場立地
の促進を図る

商工労働観光課

担当課

伊賀の国大山田温泉「さるびの」
施設の管理運営を大山田温泉福
祉公社に指定管理委託

大山田支所振興課

平成２２年度事業計画

観光・交流施設の利用
促進

事業全体の内容

企業相談指導、保証料補助等を実施することで
中小企業の経営の安定化や商業後継者育成
に寄与した。また、産業展の開催により企業ＰＲ
並びに製品の販売を行い伊賀市の製造業を中
心とした産業の情報発信に寄与した。

平成22年度の取組結果

3.5.3.1
工場の新設・増設への
支援

市内での工場の新設・増設を促進するため、対象とな
る企業に対して、奨励・助成措置を講じます。

小規模事業資金融資制度等利用者に対し保証料補
助、利子補給を行い、企業の経営の安定化を図る。相
談所運営等を行う上野商工会議所、伊賀市商工会へ
の助成。小規模事業者の経営改善に向け、実態を把
握しながら適切な指導を行う。地域中小企業の活性化
のため産業展、後継者育成事業などを行う。小規模事
業資金制度に対し、三重県と協調融資協定を結んだ
上、市内金融機関に運用資金を預託。中小企業者等
の金融円滑化を促進、企業の育成と振興を図る。

企業立地促進 担当課
商工労働観光課

企業支援係

商工労働支援係

伊賀市の東の玄関口として、利用者が快適に利用で
きるよう施設の維持管理を適切に行う。

商工労働支援係

担当課商工業振興事業

担当課

平成２２年度事業計画

商工労働観光課

名阪国道利用者の利便性の向上
のため、昭和４３年より営業を開始
しており、平成１８年３月より｢道の
駅いが｣として新たに営業を行って
いる

各観光施設の維持管理を適切に行い、観光客が快
適、安全に過ごせるようにする。

担当課
観光振興係

　　　　　　　       平成２３年度の取組施策

平成２２年度事業計画 平成２３年度事業計画

各観光施設の維持管理を適切に行い、観光客が快
適、安全に過ごせるようにする。

平成２２年度の取組結果

平成２３年度事業計画

平成２３年度の取組施策

活性化計画の施策の概要

活性化計画の施策の概要

3.4.5

管内の観光施設の維持管理を適
切におこない、入込客数の増加を
図る。
（霊山、白藤滝、奥余野公園、余野
公園）

観光・交流施設の利用
促進


