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平成 23 年度第１回伊賀市地域活性化審議会 議事録 

 
開催日時：平成 23 年 7 月 15 日（金） 10：00～12：00 

開催場所：伊賀市役所本庁 第 21 会議室 

 
出席委員（17人） 

会長   中岡 久徳 （森林組合） 
副会長  田中 由紀子（県） 
委員   今岡 睦之 （住民自治協議会代表） 
委員   清水 和利 （住民自治協議会代表） 
委員   福永 一彌 （住民自治協議会代表） 
委員   川瀬 秀隆 （住民自治協議会代表） 
委員   奥  千史 （住民自治協議会代表） 
委員   吉住 常彦 （住民自治協議会代表） 
委員   川合 文子 （産業振興部門） 
委員   杉山 美佐 （産業振興部門） 
委員   森野 廣榮 （環境部門） 
委員   木下 利子 （都市計画部門） 
委員   薮本 弘子 （商工会） 
委員   小西 靖子 （商工会議所） 
委員   坂本 安司 （農業協同組合） 
委員   北川 俊一 （農業協同組合） 
委員   吉田 泰三 （公募） 

 
欠席委員（２人） 
委員   枩永 壽滿子（農業委員会） 
委員   福田 健一 （公募） 

 
傍聴者（0人） 

 

議事内容 

１ 伊賀市地域活性化審議会委員委託状交付（今回改選委員残任期間） 

    内保 博仁市長から、各後任委員に交付。 
委嘱期間は、平成 23 年 7 月 15 日から平成 25 年 1 月 10 日まで。 

 

２ 開会 
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３ 挨拶 

  内保市長 挨拶 

  中岡 久徳会長 挨拶 

 

４ 議事録署名人指名 

  木下利子委員、杉山美佐委員の２名を指名 

５ 議題 

（１）地域活性化計画（平成 22 年度事業実績及び平成 23 年度事業計画）及び観

光振興計画（平成 22 年度事業実績及び平成 23 年度事業計画）等について 

（２）地域活性化計画（後期推進計画）・観光振興ビジョン策定方針（案）につい

て 

（３）その他 

 

６ 閉会挨拶 

  松本産業建設部長 

 

＜主な意見（順不同）＞ 

■議題１について 

・資料３ P2-1「生産調整推進対策事業」について、補助金が今年度からなくなっているが、

これについて生産者から意見が多く寄せられている。なぜ補助金がなくなったのか経緯をお

聞きしたい。【委員】 

・生産調整推進対策事業は青山支所のみでの事業であり、補助金見直しに際して補助金がなく

なったと聞いています。今後は、戸別補償で補助が申請できるようなりましたので、そちら

の方で申請をお願いいたします。市全体でやるとなるともう一度補助金を見直さなければな

らないので、補助金を復活させるのは難しいのが現状です。【事務局】 

・生産者あっての活動であるので、今後補助金をなくす際は、一部の人間の声だけで廃止する

のではなく生産者や部会員の声を聞いていただきたい。【委員】 

・現在、全市規模で補助金の見直しを行っています。この件に関しては後日報告させていただ

きたいと思います。【事務局】 

 

・資料４ P10 などに伊賀もん町屋「西膳」について記述があるが、資料３ P3-1「市街地整

備推進事業費（街なみ環境整備事業）」の中の施策である「町屋活用推進事業」に連動してい

るのか。また「西膳」は閉店したが、後をどう活用するのか【委員】 

・「西膳」が閉店したのは今年の５月ですので、平成 22 年度の実績として、資料４に上げてい

ます。事業との関連についてですが、資料３ P3-1「中心市街地等商店街活性化事業」の空
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き店舗改装補助事業として、平成 20 年に補助を行っています。また、空き店舗改装家賃補助

事業として、家賃に関して平成 22 年３月まで補助していました。今後の運営については、ま

ちづくり会社が運営を行うことになっており、現在詳細については聞いていません。【事務局】 

・市の負担として 730 万、経済産業省から 2600 万円程度出ていたと思います。【会長】 

・昨年度は、「西膳」関係の家賃補助で 120 万円となっていました。【事務局】 

・「西膳」についてかなりの初期投資をしていたが、個人の方が、その他の町屋を貸してほしい

といった時にどうなるのか。【委員】 

・「西膳」については、市と経済産業省から補助金を出していました。個人がやる場合は、平成

22 年度までは県の補助金がありましたが、今年度からはなくなったので、市単独の補助とし

て本町通筋は 150 万円まで、その他の中心市街地については 100 万円まで助成が出ます。【事

務局】 

 

・資料３ P2-2「キハダ栽培推進事業」は、今年度自主運営となっているが、自主運営ならば

記述からはずせばいいのではないか。【委員】 

・青山支所で行われていた当該事業ですが、実際には補助金が使われていないので、補助金を

なくしました。今後は自主運営で行われると聞いていますので、計画からは削除したいと思

います。【事務局】 

 

・鳥獣害対策に県の予算から４億４千万円程付いていると聞いているが、この鳥獣害対策の金

額からすると少ないような気がするが、そのあたりを教えていただきたい。【委員】 

・要望額には足りませんが、県下では一番の金額となっています。現在は鳥獣害対策室が全て

予算をもってやっています。今後は、囲いの設置から始め、猿の追い払いなどをやっていこ

うと考えています。国の補助は今年度で終わりますが、引き続き事業化の要望を行っていき

ます。【事務局】 

・地元負担金についてはどうなっていますか【会長】 

・地元負担金については、一般地域は 15％、その他の地域は 10％となっています。【事務局】 

・県や国から出る囲い設置の予算に対しても、地元は 10％の負担をしていくのか。【委員】 

・一般地域だと、費用の内訳は県 50％市 35％地元 15％となります。県からの補助金は総事業

費に対してです。全ての囲いを設置するには７億程度かかると思いますが、今年度はその内

の６割から７割が完了すると思います。国の事業が今年度で終わってしまうと、残りが全て

市の負担となるので、引き続き事業化の要望を行っていきたいと考えています。【事務局】 

・囲いを設置するためには、してほしい地域が市に申請をして、負担金を払いながら行ってい

くという流れか。地元負担金が多く設置が困難な地域もでてくると思うが、そういう地域に

ついては、どう考えているのか。【委員】 

・公平な観点から、全ての地域で地元負担金をいただくことを考えています。受益者さんだけ

で設置して、一部補助する仕組みもありますので、集落でまとめきらない地域については、

市と農業共済が補助するこの補助事業でやっていただければと思います。【事務局】 
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・今年のつつじ祭りの反省会で、支所から平成 24 年度以降は不参加としたいという意思を聞い

たのだが、地域と行政が一体となって行うことで、地域を盛り上げることができると思う。

イベントに対する行政の関わりをどう考えているのか。つつじ祭りから支所が撤退するとい

う話はどうなるのか。【委員】 

・つつじ祭りの詳細は聞いていないので、確認させていただきます。イベントに対しては、現

在実行委員会形式をとっていますが、忍者フェスタは期間が長く、経済効果も高いという観

点から市が事務局をさせてもらっています。地域の活性化に繋がるような取組みを進めてい

くのがこれから必要であり、そのためには、行政主導ではなく地域の方が経済活動の中に組

み入れた形で、観光客の入込を進めていくのがいいのではないかと考えています。つつじ祭

りは観光協会の事業ということで、市の職員が関わらせていただいていると思いますが、昨

年から観光協会の民間移行を進めさせていただいているので、そういった面でつつじ祭りか

ら市がはずれるということもあるかと思います。地域の観光振興イベントという側面と地域

の振興イベントという側面があると思うので、一方的に市が手をひくというのではなく、今

後どういった役割分担がよいのかを協議していきたいと思います。【事務局】 

 

・資料２ 「チャレンジショップの支援数」「小売店舗数」「小売業年間販売額」の目標値が現

在値より減っているが、表の見方を教えていただきたい。単なる商店街と「西膳」付近の中

心街の商店街の小売店舗数の動向がわかれば教えていただきたい。【委員】 

・チャレンジショップの数は、「西膳」の店舗数及びその他の市街地で空き店舗を改装されて新

たに商売を始められている方の店舗数の合計です。目標値については、平成 18 年の計画策定

時点でつくられた目標値であり、当時小売販売額が減少傾向であったことから目標値が低く

なっていると思われます。【事務局】 

 

・今後施策を打つ際に、ターゲットを絞らないといけないと思うのだが、観光客の地域別・世

代別の動向を把握されているのか。【委員】 

・リーマンショック後、入込客数は減っています。減少理由については、新名神が出来て便利

がよくなったが、名古屋・大阪方面からの人がより遠方へ観光に行くようになり、伊賀を通

過しているという現状があげられます。また、インフルエンザや猛暑の影響も考えられます。

地域別・年齢別観光客については、県の方で調査をしていただいております。近畿・東海圏

の方が約８割を占めています。近年は関西よりも東海圏からの観光客が多くなっています。

忍者フェスタ開催時にとっている統計では 30 歳代の家族連れが多くなっていますが、年間を

通しては、近年中高年の女性グループの街歩きが多くなってきています。【事務局】 

・近隣からの日帰り客か等もっと詳しく分析・把握し、有効にお金を投資していくことが重要

だと思います。【委員】 

 

・観光協会に一貫性・まとまりがないと思う。将来的に一本化することが大事かと思うが、市

としてどう考えているのか。目標年などあれば教えていただきたい。【委員】 

・ 現在６つの観光協会があるが、一本化に向けて伊賀市観光協会連絡協議会を設置し会議を
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重ねています。各観光協会の調整が難しかったが、最近は他の観光地との競争に負けない

よう、市内の地域を超えた観光資源のネットワークをつくるという方向でまとまりつつあ

る状況です。市としても、一本化が望ましいと考えています。今後補助金の見直しが行わ

れ、それぞれの観光協会の自立が必要となると思いますが、中には自立が難しい観光協会

も出てくると考えられるので、そのタイミングで一本化せざるをえないと思っています。

市としては、その際に良い形で一本化していきたいと考えています。【事務局】 

 

 ■議題２について 

・合併後の旧市町村の交流の中で、市全体で行政がどうしていくか方向性が見えてきた。国の

政権交代や地震といった社会的背景の変化は地域の計画に避けて通れないものなので、後期

計画策定の際には、勉強していただきたい。【委員】 

・地域活性化計画は、最初「農村地域の活性化」が根底にあり、農村地域の活性化によってこ

そ中心市街地が活性化するという基本理念がある。少子化など、年々農村地域の社会的背景

は変わってきている。農村地域の実態を肌に触れていただき、農村地域の農業の担い手がい

ったい誰なのか、是非確かめて計画に活かしてほしい。今や担い手は高齢者であり、高齢者

をどう地域活性化に活かしていくのかが、後期のビジョンの中で欠かすことのできないもの

である。林業・産業も結構だが、現実的に農村が崩壊してはいけないので、支えている人間

をどう社会がサポートしていくか後期の計画に取り入れてほしい。【委員】 

・地域活性化計画や観光振興計画がしっかりしていて、それを統括して総合計画があればいい

と思うので、総合計画で合わない部分があれば、総合計画を見直していくような強い気持ち

でいっていただきたい。観光についても、従来は忍者や芭蕉といった中心市街地の観光が主

だったが、地域振興計画の上の観光振興ビジョンとなれば、農村地域の観光を活性化しない

といけないと思う。入込客数が多ければいいのではなく、民泊を取り入れるなど観光による

収入をその地域に取り入れていくことが重要である。【委員】 

・計画の中で、６次産業化が多く謳われているが、地域を支える実態は何かを押さえる必要が

あると思う。【委員】 

・観光については、伊賀に降りたら空気が違うという魅力が出ればいいと思う。そのためには、

地域で活動している人の生業と一体となったような活動がもっと評価されるべきである。里

山の保全などは景観の面から大きな観光資源になると思う。そういう視点も取り入れていた

だきたい。【委員】 

 

 

 

 

 


