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令和２年第１回伊賀市議会定例会施政及び予算編成方針 

 

市民の負託を受け市長に就任し、２期目の任期もあと９か月あまりとなりま

す。これまでの間、１期目に引き続き「勇気と覚悟のまちづくり」を掛け声に、

人口減少や少子高齢社会の中でも持続可能な伊賀市づくりに向けて、「無駄のな

い財政運営」と「市民目線・市民感覚による市政」を基本に市政運営に努めてき

ました。 

2020（令和２）年度は、2017（平成 29）年６月に策定した「第２次伊賀市総

合計画第２次再生計画」の計画期間の最終年度です。 

この計画では、「ガバナンスの確立」、「市政再生の深化・進展」、「誇れる伊賀

市、選ばれる伊賀市」の３つを基軸に、市民、自治組織、市民活動団体、企業、

行政などのあらゆる主体が連携・協力した分権型のまちづくりを目指していま

す。そして、分野別に取り組む施策を展開していくことに加え、各施策を横断的

に組み合わせることで相乗効果を生み出しながら、４年間で目指す姿を実現す

る「ええやん！伊賀」の４つのテーマをプロジェクトとして取り組んできました。 

そして、「誇れる伊賀、選ばれる伊賀づくり」では、トップセールスによる国

内外への積極的な観光ＰＲをはじめ、様々なシティプロモーションの結果とし

て、伊賀市の知名度は確実に上がっており、相談窓口を設置し、コンシェルジュ

配置による移住対策により、移住件数県内１位という成果を出しています。 

また、新消防庁舎や市役所本庁舎の建設による防災機能の確立や、伊賀市立上

野総合市民病院の黒字転換により、安心・安全な「住み続けたい伊賀づくり」に

向け歩みを進めることができました。 

また、妊娠期から出産、育児期にわたる切れ目のない子育て支援体制の充実、

伊賀上野城下町ホテル事業の導入など、「子どもは伊賀の宝」や「賑わいを取り

戻す」においても一定前進しましたが、これらのテーマの実現には、ガバナンス

の視点で市民、地域、市がさらに連携し取り組んでいくことが必要です。 

そのような中、伊賀市の財政状況は人口減少、少子高齢化による市税収入の減

少や、福祉に必要な扶助費の増加などに加え、市町村合併のメリットの一つであ

った普通交付税の合併算定替終了により、地方交付税が大きく減少するなど、厳

しさが続くことが予測されます。 

伊賀市の人口減少を緩和し、将来にわたり私たち市民が、安全・安心に暮らす

ことができ、元気で活力溢れるまちづくりを進めていくためには、人と人、地域

間の“きずな”を深めていくことが重要です。 

施策の推進にあたっては、“きずな”の深化とともに「ＳＤＧｓ（Sustainable 

Development Goals）（持続可能な開発目標）」の視点も取り入れ、多様な主体と
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連携のもと、持続可能な“伊賀市”づくりを目指すこととし、2020（令和２）

年度の予算を「みんなでつくる・きずな・活力・創造予算」としました。 

2020（令和２）年度は、第２次伊賀市総合計画第２次再生計画の総仕上げの年

として、施策横断的な取組である「ええやん！伊賀プロジェクト」や、「伊賀市

まち・ひと・しごと創生総合戦略」を進めつつ、次の５つの重点事業に取り組み

ます。 

１つ目は「まちのにぎわいをつくる」です。 

市街地の核となる市指定文化財旧上野市庁舎の利活用に加え、周辺施設の整

備による市街地の賑わいづくりや、市街地と連携する周辺地域の活性化が、持続

可能なまちづくりに必要不可欠です。 

市街地エリアでは、伊賀上野城下町ホテル事業の拠点施設となる栄楽館の改

修が３月で完成の予定です。また、株式会社ＮＯＴＥ伊賀上野が行う民間物件の

２棟の改修も、４月から工事に着手する予定で、これらの第１期事業のうち栄楽

館と民間物件１棟は、東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会の需要

に合わせての開業を目指しています。開業にあたっては、連携協定先の西日本旅

客鉄道株式会社（ＪＲ西日本）と、多くの方々に知っていただくための取組を進

めており、伊賀の魅力や歴史、文化性など城下町ホテルを核とした宿泊先として

選ばれるよう誘客促進に取り組みたいと思います。 

昨今、小田原市、甲賀市、名張市など忍者にゆかりのある地域において、忍者

関連施設の整備が進められています。忍者の聖地である伊賀市として、それに相

応しい施設となるよう速やかに事業を推進したいと考えています。また、最大の

課題となっている旧上野市庁舎の利活用についても、サウンディング型市場調

査を行っているところであり、この結果を踏まえて速やかに方向性を決定し、整

備を進めることが必要です。 

そのような中、市街地の活性化について２月 14日に第２期伊賀市中心市街地

活性化基本計画策定委員会から基本計画の答申をいただきました。この計画で

は、「居住と観光が紡ぐ交流のまちづくり」と「子ども達が住み、夢と誇りを持

ち続けるまちづくり」の２つの基本理念のもと官民合わせて 28の事業が位置付

けられています。2020（令和２）年度から各団体、地域の皆さんとともに、これ

らの事業を実施し、一日も早い賑わい創出とまちなか活性化に関連する諸課題

の解決に取り組みたいと考えます。 

このほか、芭蕉翁生家改修工事や、上野公園のバリアフリー化などに取り組む

とともに、引き続き、街なみ環境整備事業や古民家再生事業を進めます。 

市街地以外の拠点施設では、４月から「いがまち複合施設（旧ふるさと会館い

が）」に、西柘植地区市民センターといがまち公民館貸館機能が移転します。こ

の施設をさらに充実した施設にするため、小ホール・和室の空調設備、市民セン
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ター調理室の改修などを行います。 

青山地域複合施設整備事業については、建設予定地にある青山北部公園体育

館の解体工事がほぼ終わりましたので、次のステップである建設に向けて地質

調査を実施したいと考えています。 

また、「互助、共助は地域コミュニティから」という教訓を踏まえ、今後の地

域福祉、地域防災を支える絆を育み、安全で安心できる地域社会の構築に取り組

んでいただきたいと考えるため、複数の住民自治協議会等が連携してのコミュ

ニティづくりや関係人口・交流人口創出のための事業を支援する「地域絆づくり

補助金」を創設することとしました。これは、複数団体での取組により、他団体

との連帯感や協働意識、そして地域住民一人ひとりの結びつきを深めていただ

く契機とするものです。 

２つ目は「災害などの危機に強くなる」です。 

発生確率が高くなってきている南海トラフ地震や、異常気象による局地的な

豪雨、台風の大型化など、これまで以上に、“災害に強いまちづくり”に取り組

まなければなりません。 

今年１月には、国の地震調査委員会が、南海トラフ地震が今後 30年以内に発

生する確率を公表し、昨年と同じ 70％から 80％としました。本市においても、

南海トラフや活断層による大地震の発生が懸念されるほか、気象の変化から台

風や局地的な豪雨による風水害の発生が大いに懸念されます。 

阪神淡路大震災から 25年が経過しました。改めて災害対策の基本として、人

と人、地域との“きずな”の重要性が認識されるところです。 

引き続き、“自助・共助・公助”を踏まえ、自主防災組織や避難行動要支援者

への支援対策を強化するとともに、市民に身近な危険箇所の周知と啓発、国土強

靭化地域計画の策定、消防施設の整備等を行うほか、災害対策の核となる市役所

本庁舎の災害対策機能の充実を図ります。 

３つ目は「安心して子どもを産み、育てることができる」です。 

将来を担う子どもたちは「伊賀の宝」です。結婚への希望や、子どもを持ちた

い人への希望が叶えられ、安心して子どもを産み育てることができるよう、婚活

支援や妊婦のケア、保育無償化に伴う給付、従前から実施している市単独の３歳

未満児の第３子以降保育料無償化の継続実施、民間が行う保育園や病児・病後児

保育施設の整備、児童発達支援センター運営への支援など、各世代のステージに

応じた支援や体制づくりを行います。 

安心して子どもを産み育てる環境を充実させるため、子育て支援基金を活用

し、少子化対策関連事業（安心支援パッケージ 14事業）を引き続き展開します。

その一つである出産後育児に不安があり母体や乳児のケア、育児の指導、相談を

受ける産後ケア事業について、利用可能期間を産後４か月から１年未満に拡大
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するとともに利用者の負担金を廃止することにより安心して子どもを産み育て

る体制の強化を図ります。 

今年４月に民設民営で開設する児童発達支援センターでは、通所利用する障

がい児等への療育支援を行うとともに、乳幼児等発達相談業務として、発達の気

になる児童、発達障がいやその疑いのある児童の養育者に対する個別相談、保育

所・保育園、幼稚園、小学校、中学校等の訪問等による保育士・教員等に対する

相談業務、発達障がい等の早期発見、早期支援を目的としたスクリーニングを実

施します。また、医療機関、療育機関及び保育機関等と連携した適切な相談支援

体制の構築を進めるとともに、児童の養育者、地域住民、関係機関の職員など、

児童の発達障がい等に関する理解を深めるための研修会等を実施します。 

また、病気や病気の回復期であるために、保育所・保育園、幼稚園、小学校等

での集団生活が難しく、かつ保護者の就労などによって家庭で保育を行うこと

ができない児童を預かる病児・病後児保育事業について、市内で小児科を開院す

る民間医療法人が実施する病児・病後児保育施設の整備に対して、国・県補助金

を活用して助成を行います。 

児童数が減少している依那古第２保育所は、単独の保育所として運営が困難

な状況にあることから、依那古保育所と統合することとし、2021（令和３）年度

から民間事業者に施設の運営を譲渡するとともに、新園舎の建築を進めること

としています。 

また、保育所（園）では、０歳から２歳までの保育利用の増加や、子育てをめ

ぐる家庭や地域の状況変化により保護者の働く状況の違いなどに関わらず、質

の高い保育を受けられる環境へのニーズが高まっています。昨年 11月に提出さ

れた「伊賀市保育所（園）のあり方に関する提言書」では、公と民がそれぞれの

特色を活かしながら、より質の高いサービスを提供し、市民の期待に応えていか

なければならないとされており、2020（令和２）年度中に、市内での配置バラン

スを考慮した保育所（園）の再配置や民営化を進める計画を策定したいと考えて

います。 

４つ目は「身近なバスや鉄道に愛着を持ち、みんなで支える」です。 

バス・鉄道などの地域公共交通については、少子化による人口減少や自家用車

への依存などにより、利用者の減少が続き、その維持・存続が大きな課題となっ

ています。 

伊賀鉄道伊賀線では、忍者市駅の駅舎の耐震化とリニューアル工事を終え、

「忍者市宣言」の３周年となる今月 22日にお披露目式を行い、翌日から供用を

開始しました。リニューアルにあたっては、地域振興や伊賀線の活性化につなげ

るため、大正時代建築物の特徴的な形状や色彩景観の継承に配慮して工事を実

施しており、市民の皆さんをはじめ、伊賀市を訪れる人々の心に残る情景となる
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よう期待しているところです。 

バス交通については、より市民や来訪者に身近なバスとしての役割が期待さ

れるよう阿山行政バスにフリー乗降区間を導入したほか、忍者ラッピング車両

とした上野コミュニティバスの愛称を公募で「にんまる」とするなど、利用者の

拡大に取り組んだところです。一方で、年々利用者が減少し、運行に要する市の

負担額が年々増え続けてきた廃止代替バス７路線については、地域の皆さんの

理解・協力により縮小方向での運行見直しを行い、2020（令和２）年度の負担額

抑制ができました。こうした地域との協議の中で、定時定路線型のバス運行の限

界も感じるところで、廃止代替バスに代わる新たな地域交通を構築する必要が

あります。 

公共交通にかかる政策は、自治体形成には欠かせない政策です。現行の「伊賀

市地域公共交通網形成計画」が 2020（令和２）年度に終了期間を迎えます。現

行計画における事業の進捗や成果、昨年９月と今年１月の２回にわけて実施し

た住民アンケートの結果などを踏まえ、少子高齢化やＡＩ社会の進展といった

社会情勢にも配慮しながら、市民ニーズに応え、市民生活に寄り添った、伊賀市

の特性に応じた次期計画を取りまとめたいと考えています。 

５つ目は「豊かな自然環境を守る」です。 

まちづくりアンケートでは、環境保全に対する満足度や市民参画度が高くな

るなど、市民の中では、伊賀市が持つ“澄んだ空気”“きれいな川”“緑豊かな自

然”など、豊かな恵みの中での暮らしを享受しつつ、自らも環境保全に対する意

識が高くなっています。 

また、環境問題の多くは、経済・社会問題と密接に関連しており、持続可能な

社会の実現のためには、環境、経済、社会の諸問題の解決を目指すＳＤＧｓの考

え方を取り入れたアプローチが重要となっています。 

今後も次世代に伊賀市が持つ豊かな自然環境をつないでいくため、環境保全

や自然環境保全に向けた事業を推進する必要があることから、環境基本計画の

策定に向け、現状分析、課題の抽出等を行います。 

その一つとして、地域の交通安全確保や街路灯の省エネルギー化を推進し、安

全で低炭素なまちづくりを進めるため、2020（令和２）年度から３か年で住民自

治協議会や自治会へＬＥＤ街路灯の現物支給を行います。 

次に、分野別計画に沿って、早急に取り組む必要がある事業として５つの重点

施策で述べた以外の主なものを順次述べます。 

１つ目は「健康・福祉」の分野です。 

生涯を通じ、健康に暮らすことができ安心な医療が受けられ、子ども・高齢者・

障がい者などへの見守りと支えの十分なまちづくりが必要です。 

伊賀市立上野総合市民病院では、これまで二次救急医療体制の充実を図ると
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ともに、地域の病院や開業医ならびに三重大学や滋賀医科大学などの医学部と

の連携を密にし、地域医療支援病院として、市民が安心できる医療の提供に努め

ているところです。 

今年１月から、約４年半ぶりに小児科外来を再開することができましたが、引

き続き内科や放射線科などの常勤医師及び常勤看護師の確保に努め、診療体制

の一層の充実に取り組みたいと考えています。 

医療設備では、電子カルテ更新の準備作業を終え、３月から稼働させる予定で

す。2020（令和２）年度にはＣＴ装置や電子内視鏡システム、手術室の滅菌装置

等を更新したいと考えており、今後も費用対効果を考慮しながら計画的に整備

を進めたいと考えます。 

また、今年４月には、２年に１度の診療報酬の改定が行われるため、現在その

内容について情報収集に努めているところであり、適切に対応していきます。 

一方、経営面では、2018（平成 30）年度に 13年ぶりの黒字となるなど、着実

な成果をあげてきており、2020（令和２）年度には基準外繰入金なしで黒字とす

る計画としています。このため、職員の費用対効果に対する意識を一層高めるな

ど、今後も、経営が安定し、質の高い医療を持続的に提供できる体制の構築に努

め、患者に信頼される魅力ある病院を目指して取り組んでいきます。 

地域医療では、2025 年問題に対応できる地域医療のカタチづくりを目指して

2017（平成 29）年 10月に策定した「伊賀市地域医療戦略 2025」に基づき、在宅

医療や地域包括ケアシステムにかかる体制整備づくりのため、人材確保に向け

た取組を重点的に進めていきます。 

健康づくり事業では、骨髄移植手術やその他の医療行為によって予防接種法

に基づく定期接種の予防効果が期待できない 20歳未満の人に対して、ワクチン

の再接種費用の助成を４月から開始します。 

障がい福祉では、障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えながら、

住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、様々な支援を途切れなく提

供できる仕組みを構築しなければなりません。そのためには、地域の事業者が機

能分担して面的な支援を行う体制等の整備を推進し、障がい者の生活を地域全

体で支えるサービス提供体制を整備することが必要です。2020（令和２）年度に

第３次障がい者福祉計画が最終年度となることから、昨年実施した市民アンケ

ート調査の分析、課題抽出や当事者や関係者等との意見交換会及びパブリック

コメント等を行い、次期計画を取りまとめたいと考えています。 

介護・高齢については、医療・介護が必要な状態となっても、住み慣れた地域

で尊厳の保たれた生活ができるよう、2020（令和２）年度は、「伊賀市高齢者輝

きプラン」第５次高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画が最終年度となるこ

とから、生活圏域ニーズ調査の結果を反映し、「地域資源を活用した地域支援の
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充実」、「介護予防と生きがいづくり」、「認知症施策の推進」、「介護保険事業の充

実」を４つの柱として次期計画を取りまとめたいと考えています。特に、認知症

施策としては、認知症の早期発見・早期治療につなげるため、地域包括支援セン

ターに設置している認知症初期集中支援チームにより、認知症初期の支援を包

括的・集中的に行うとともに、認知症の人を地域で支え合うため、認知症サポー

ター等の人材育成や地域における見守り体制づくり、認知症の人と介護者の居

場所づくりなどに取り組みます。また、認知症などにより外出中に行方不明にな

る恐れのある高齢者に対しては、引き続きＧＰＳ付機器の初期導入経費助成の

利用促進等を図り、介護している家族の方を支援することとします。 

生活困窮者自立支援、ひきこもり支援では、2019（令和元）年度より「伊賀市

ひきこもりサポート事業」を伊賀市社会福祉協議会に委託し、ひきこもり状態に

ある人の居場所、相談窓口である「ｎｅｓｔ（ネスト）」を設置・運営してきま

した。2020（令和２）年度より、自立相談支援事業もあわせて委託することによ

り、本人や家族、地域の人が相談しやすく、包括的に支援が提供できるよう体制

を強化します。 

地域福祉については、2020（令和２）年度が第３次伊賀市地域福祉計画の最終

年度となることから、これまでの取組の成果と課題を整理したうえで次期計画

の策定に取り組みます。策定にあたっては、第３次計画の理念である「すべての

市民が住みなれた地域で安心して人生の最期まで暮らせるまちづくり」をさら

に進めていくために、私たち市民が支え合い、お互いの人権を尊重し、一人ひと

りの暮らしと生きがい、地域を共につくっていくことのできる「地域共生社会」

の実現を目指した計画として取りまとめたいと考えています。 

２つ目は「生活環境」の分野です。 

安心・安全に暮らせるまち、豊かな自然を守り、環境に配慮した生活環境が整

ったまちづくりが求められています。 

川上ダムについては、昨年 12 月 15 日に定礎式を行い、本体打設が一層本格

化していますが、今後も早期完成を求めていきます。 

また、直轄河川の対策として、国の令和元年度一般会計補正予算で新たに木津

川の河道掘削工事が追加予算措置されました。引き続き治水対策事業が積極的

に進むよう国・県に要望していきます。 

常備消防体制について、2020（令和２）年度から消防の組織を１署７分署体制

に移行します。また、消防本部では、消防救急課を廃止し、新たに地域防災課、

通信指令課を設置することとし、伊賀消防署に管理課及び警防第１課、第２課を

設け、指揮命令系統の一本化を図り、業務の効率化、専門化、高度化することに

より災害対応力の向上を図ります。 

また、出動までの時間短縮を図るために「統合型位置情報通知装置」を導入し、
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４月から運用を予定しています。これは、119番通報者がいる場所を通信指令装

置の電子地図上に瞬時に表示するもので、場所を特定する時間が不要となり、出

動までの時間が短縮できます。 

さらに、増加する日本語が理解できない外国人住民が 119 番通報がしやすい

仕組みとして電話通訳センターを介した三者同時通訳システムを導入する予定

です。 

一般廃棄物については、昨年８月から可燃ごみの処理方法のＲＤＦ固形燃料

化を止め、民間処理業者における焼却処理へ移行しました。この処理方法の変更

を契機として、ごみの分別が、私たち市民にとって少しでも判りやすいものとな

るよう、分別方法の見直し検討を進めます。 

浄化センターについては、今年４月から新施設が本稼働となり、新たに青山地

域からのし尿汚泥の受入れが始まります。 

農業集落排水事業については、2015（平成 27）年度から整備を進めてきた「山

田南地区」農業集落排水事業の汚水処理場が、今年４月から一般家庭からの汚水

を受け入れて試験運転を行い、７月から施設の供用開始を始める予定です。 

３つ目は「産業・交流」の分野です。 

地域の資源や特性を生かした観光やモノづくり、だれもが働きやすく働く意

欲が持てるまちづくり、多様な主体が新たなビジネスを創出できるまちづくり、

人と人がつながる元気な農林業、中心市街地と各地域が連携した賑わいのある

まちづくりが必要です。 

観光振興についてです。伊賀市では 2017（平成 29）年２月 22日の「忍者市宣

言」以来、世界に通用する「忍者」を切り口・入り口として伊賀市の地域資源の

プロモーション並びに受入れ態勢整備を進めているところです。今年は、東京

2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催年であることから、開催期

間中、東京において伊賀市ブースを設け、海外メディアをはじめ訪日客に忍者の

聖地として、アピールしたいと考えています。さらに 2025（令和７）年には、

大阪万博が開催されることから、インバウンド獲得に向けた受け皿の確立を強

化するため、ＤＭＯ（Destination Management／Marketing Organization）や

「忍びの里伊賀創生プロジェクト会議」、また民間事業者などあらゆる主体と連

携し、「忍者市」伊賀市の認知度を高める効果的な情報発信を行います。また、

着地型観光事業として定着している「伊賀ぶらり体験博覧会 いがぶら」の進化

や「伊賀忍道体験プログラム」の充実など、受入れ態勢のさらなる強化に取り組

みます。 

農林業振興では、農業者の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加などの課題

に対応するため「人・農地プラン」の策定を進めてきました。2019（令和元）年

度は新たに３プランが策定され、市全体で 30プラン（49集落）となっています。
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本市は、農地中間管理機構を活用した農地集積面積や中山間直接支払制度に参

加する協定集落数は三重県下でトップの実績ですが、「人・農地プラン」につい

ても具体的なメリットを丁寧に説明しながら１地区でも多く策定できるよう推

進します。 

「伊賀米コシヒカリ」は、2018 年産米食味ランキングで２年連続、通算７回

となる「特Ａ」評価を得ています。評価は、販売価格など農家の収入に直接影響

します。今後も継続的に獲得できるよう取り組みます。 

この農業の基盤を支えるため、本市では多面的機能支払交付金事業に取り組

んでおり、これまで 106 組織が活動を行っています。これは三重県内 682 組織

のうち、津市に次ぐ２番目に多い組織数で、本市の農振農用地面積 6,160 ヘク

タールの約63％にあたる約3,900ヘクタールをカバーしています。この事業は、

農業施設の老朽化や農業者の減少による施設管理不足の解消に向け、将来に引

き継ぐための農業・農村の基盤をつくり農村環境のさらなる向上を目指すもの

であり、農業者だけでなく非農家も含めた地域住民が幅広く参加し組織づくり

を行うことを目的としたものであることから、引き続き、本事業に取り組んでい

る組織への支援に努めます。 

また、諏訪地区においては、山間地に位置しており、地域内の農地は圃場整備

もなされておらず、耕作不利地であることから、将来的には地域の農業離れが起

因となる農地の荒廃が懸念されています。このため、2020（令和２）年度におい

て、団体営農地中間管理機構関連農地整備事業により、圃場整備を行うための従

前地測量や実施計画策定業務に着手します。 

伊賀牛の振興の面では、昨年冷蔵センターが竣工し、枝肉を地域内で集中管理

できる体制が整いました。しかし、素牛（もとうし）価格が高止まりし、肥育頭

数が年々減少傾向にあることから地域内で繁殖・肥育が一貫できる体制づくり

の取組を強化します。 

伊賀米・伊賀牛は郷土の誇りとするブランドであり、高品質な生産体制はもと

より有利販売できる仕組みづくりも必要です。パブリシティーによる知名度の

向上や、消費者と直接向かい合う地道な販促活動などに取り組みます。 

昨年７月から農業用ため池の届出制度が施行されました。本市には台帳に登

録されているため池が 1,397 箇所と県内で一番多く、この制度の施行により、

ため池の諸元、受益利用の有無等の調査が必要となりました。このため、2020（令

和２）年度から、決壊により人命に被害を及ぼすと懸念されるものを防災重点た

め池として位置付け、優先順位を付けて使用されているため池、使用されていな

いため池それぞれに応じた防災対策を事業化したいと考えています。 

鳥獣害対策については、鳥獣被害防止計画に基づき、イノシシ・シカ等の有害

鳥獣捕獲を実施するとともに、より効果的な被害防止や捕獲の技術について、三
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重県等と連携して研究を行います。また、研究成果については各地域に研修等を

通じて普及啓発していきます。 

設置後に数年が経過している各地域の獣害柵については、現状課題の分析を

行い、設置規模や必要な補修内容に応じて、伊賀市鳥獣害対策協議会が実施して

いる補修資材の配分を見直していきます。また、大規模修繕が必要な箇所につい

ては、引き続き国・県に必要な支援を要望していきたいと思います。 

森林保全・林業については、森林の適正管理を目的に、継続して、間伐事業・

環境林整備・木育事業やバイオマス利用推進事業に取り組むなど、災害に強い森

林づくり、暮らしに身近な森林づくりに推進します。 

また、2019（令和元）年度から森林環境譲与税制度が創設されました。森林経

営管理制度に基づく森林管理を実施するため、長期的な山づくり・伊賀らしい木

材産業のしくみ・人材育成などを目的として、制度の活用手法の検討を進めます。

この制度は行政だけでの運用は困難なことから、林業者（川上）・加工流通業者

（川中）・木材利用者（川下）・山林所有者などと連携し、川上から川下まで地域

ぐるみで森林制度の活用可能な仕組みづくりに取り組みたいと考えています。 

商工業振興では、持続可能な地域経済発展のため、上野商工会議所、伊賀市商

工会、ゆめテクノ伊賀など関係機関と連携し、起業支援や経営基盤の強化を推進

します。 

2015（平成 27）年度に創設された「伊賀ブランド」については、2019（令和

元）年度、伊賀ブランド振興会の皆さんにより、認定品をインターネットで商品

を販売するｗｅｂサイトであるＥＣサイト「ＩＧＡＭＯＮＯ オンライン・スト

ア」を立ち上げていただきました。 

今後は、このＥＣサイトを活用することなどにより、若者世代や幅広い層の女

性客などを中心に、伊賀ブランドの国内外への発信や販路拡大を進めるととも

に、認定品のさらなるブラッシュアップ等によるブランド力の強化に努めます。 

労働・雇用環境では、人手不足・売り手市場の状況が続いています。伊賀を就

職先の選択肢としていただけるよう、会社の特長や職場環境など伊賀の企業の

魅力を発信し、新卒・既卒学生の地元への就職を促進するとともに、企業の人材

確保を支援するため、「合同就職セミナー」を開催します。また、引き続き「若

者世代に向けた産業プロモーション事業」として、就職活動を控えた学生を伊賀

の地に招き、「伊賀」の企業の魅力を現場で体験するとともに、「伊賀」の企業に

就職した先輩との交流の場を設けます。  

また、経済基盤の確立、労働の多様化を促進していくには、より一層の産業立

地が必要であると考えています。１月 21日には、ゆめが丘で操業されているロ

ート製薬株式会社と本市、三重県の三者の間でＡＩ化した工場建設に関する立

地協定書を締結しました。民間の本市への進出意欲は、今なお活発であり、その
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進出を受け入れるべく、民間の遊休地を利活用した産業誘致の促進に努めます。

産学官連携事業については、産学官連携地域産業創造センター「ゆめテクノ伊賀」

内に設置した三重大学伊賀サテライトと企業との共同研究、農商工連携などを

積極的に推進し、地域産業の活性化を図ります。 

起業創出・事業継承では、引き続き、「市外の主体と市内の団体などが連携し

て取り組む空き家・空き店舗を活用した新事業の創出」、「市内の主体による空き

家・空き店舗を活用した新事業の創出」、「現に市内で事業を営む主体による店舗

改修など事業承継の取り組み」に対して支援します。 

４つ目は「生活基盤」の分野です。 

名神名阪連絡道路については、三重県、滋賀県が概略設計業務委託を発注する

など実現に向けて加速してきましたが、引き続き、重要物流道路への指定や、国・

県・ＮＥＸＣＯ(日本高速道路株式会社)が参加する勉強会等、整備促進期成同盟

会の活動を通じて早期実現に向けた取組を進めます。 

幹線道路については、三重県が事業を進めている国道 163 号の寺田橋の架け

替えは、橋梁の詳細設計を終え、用地買収を行っていると聞いています。また、

国道 368 号の４車線化については、大内橋の拡幅工事と山出地内における道路

改良事業が行われていますが、名阪国道上野インターチェンジまでの改良を引

き続き要望していきます。県道信楽上野線の新服部橋の架け替えについては、３

月末までに橋脚、橋台などの整備を概ね終え、2020（令和２）年度から、いよい

よ上部工に入っていく予定であり、2021（令和３）年の「三重とこわか国体」ま

でに完成を見るよう要望していきます。 

市道整備については、市道西明寺一之宮東条線で、国道 25号との交差点部分

の工事を行い 2020（令和２）年度の完成を目指し事業を進めます。市道西明寺

緑ヶ丘線については、今年２月に仮橋が完成し、順次既設橋の撤去、新橋の架設

工事を行い事業の進捗を図っていきます。そのほか、市道依那古友生線について

も早期完成に向けて引き続き事業を進めます。 

また、舗装の損傷が著しい幹線道路についても防災安全交付金や公共施設適

正化管理事業債を活用し、利用者への良好な道路サービスの提供に努めます。 

５つ目は「教育・人権」の分野です。 

あらゆる差別を許さず、お互いの人権を尊重するまち。将来を支える子どもが

充実した教育を受け、生涯にわたって学びの機会が持てるまちを目指します。 

伊賀市ではこれまで、「部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃に関する条例」

を基にすべての市民が安心・安全に心豊かに自分らしく生きることができるよ

う、あらゆる差別を許さず、互いの人権を尊重するまちづくりへの取組を進めて

きました。  

また、2016（平成 28）年に施行された「障害者差別解消法」「ヘイトスピーチ
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解消法」「部落差別解消推進法」の人権三法に関して、法の趣旨、内容を市の広

報ツールや講演会、研修会等の様々な機会に市民の皆さんへの周知を図ってき

たところです。 

しかしながら、多発している市内児童・生徒による障がい者差別につながる発

言については、スマートフォン等の普及により、インターネット上の偏見や差別

意識が子どもたちにも伝播し悪影響を与えていることが懸念されています。ま

ず、私たち大人がこの事実を認識し、子どもたちとともに「人権問題は他人事で

はなくみんなの大切な問題である」との意識を共有しなければならないと考え

ます。  

今年は、日本が女性差別撤廃条約に批准して 35年目を迎えます。しかし、世

界経済フォーラムが昨年 12月に発表した、男女の平等性を測る指標「ジェンダ

ー・ギャップ指数（経済・教育・保健・政治）」では、前年の世界 149カ国中 110

位からさらに 121 位に下がる残念な結果となり、社会の中で男女の平等性に課

題が残されていることが窺われます。 

第３次男女共同参画基本計画が、2020（令和２）年度に終了期間を迎えます。

このため、市民、市内企業、行政職員を対象に実施した「男女共同参画に関わる

意識調査」の分析結果を踏まえ、2020（令和２）年度中に次期計画を取りまとめ、

さらなる男女共同参画の推進を目指します。 

これらの取組を含めて、「人権」とは幸せの追求であり、社会の中で多様性が

尊重され、すべての市民が安心・安全に心豊かに自分らしく生きることができる

社会の構築に向け、市民、住民自治協議会、企業・団体などの多様な主体と連携･

協働し、人権啓発、教育の取組をさらに推し進めていきます。 

本来であれば教育委員会から申し上げることですが、教育については、「一人

ひとりが輝くこと」を教育理念として、一人ひとりが心豊かで健やかに成長・自

立し、共に生きることを目指して策定した「伊賀市教育大綱」に基づき取り組み

ます。 

将来を担う子どもは「伊賀の宝」であるという考えのもとで、子どもが健全に

育まれ、だれもが尊重される地域となることが求められています。子どもたちが

「伊賀」への愛着と誇りを持ちながら、異なる言語・文化・伝統などに触れ、成

長しながら未来を創造する力を付けていく教育が必要です。 

外国にルーツを持つ子どもたちや、障がいのある子どもたちなど、様々な支援

を必要とする全ての子どもたちが、仲間とともに学び、夢や希望を叶える力の育

成に取り組みます。 

また、教育委員会作成の郷土教育教材「伊賀のこと」を活用した、郷土に愛着

と誇りを持つ教育を進めます。 

さらに、伊賀市がこれまで大事にしてきた「学力」「人権」「キャリア教育」の
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取組とともに、新学習指導要領の実施に伴い、ＩＣＴ教育や英語教育の一層の推

進に向け取り組みます。 

学校の施設面では、子どもたちが安心・安全に学べるよう、緑ケ丘中学校校舎

棟、崇広中学校屋内運動場、青山中学校武道場の改修などを実施します。 

生涯学習については、生涯学習推進指針に基づき、市民が生きがいを持って社

会の一員としていつまでも活き活きと活躍できるようさらなる取組を進めてい

きます。そのため中央公民館の体制を強化し、一人ひとりの生涯における学びと

住民相互のつながりを支援できる生涯学習活動の推進を図ります。 

６つ目は「文化・地域づくり」の分野です。 

文化の違いを尊重し、多文化が共生するまち。文化・スポーツ活動、社会的な

課題を解決することを目的とした市民活動が活発で、地域産業などの担い手が

育ち、活躍するまちづくりを進めます。 

多文化共生についてです。昨年 12 月末現在で、伊賀市に住む外国人住民は

5,715 人で、一昨年の同時期より 1,018 人増加し、人口の 6.26％を占めていま

す。 

国は、深刻な人手不足に対応するため、昨年４月に出入国管理及び難民認定法

いわゆる「入管法」を改正し、外国人材の受入れを拡大しました。伊賀市におい

ても企業を支える労働者として、地域を支える市民として、外国人住民の存在は

不可欠です。日本人と外国人が共に安心して安全に暮らしていくために、今後さ

らに多文化共生社会を築いていかなければなりません。 

また、多文化共生を推進するための方向性を示すため、「（仮称）多文化共生推

進指針」を策定し、全ての市民が多文化共生の良さや強みを実感できる取組を推

進します。また、自ら考え、住みやすいまちとなるように自立と共生ができる多

文化共生のコミュニティづくりを促進します。 

相談業務については、外国人に関わる相談窓口として、現在、４カ国語（ポル

トガル語、スペイン語、中国語、英語）の通訳・翻訳等に対応していますが、よ

り多くの言語に対応できるよう翻訳システムを導入し相談業務の充実に努めま

す。 

移住・交流についてですが、移住交流係では、今年１月末までに延べ 2,696件

の相談を受け、117世帯 212人の移住実績をあげました。2019（令和元）年度の

移住実績は、昨年同時期と比べ、約 1.5倍の伸びとなっています。また、株式会

社宝島社より発行された「田舎暮らしの本」の中で、伊賀市が「全国 12エリア

別 住みたい田舎ベストランキング」東海エリア総合部門で４位、人口 10万人

未満の自治体「小さなまち部門」では全国総合 37 位に選ばれました。今後も、

情報の積極的な発信や、移住コンシェルジュを中心とした丁寧な相談業務など、

移住者の増加に向け取り組みます。 
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文化・芸術では、12 月議会定例会で設置条例が議決された「伊賀市 ミュー

ジアム青山讃頌舎」については、ゴールデンウィークが始まる前の４月 22日か

らの供用開始予定です。伊賀市で初めての公立の美術作品展示施設として、また、

市民の芸術文化育成の場として、より多くの皆さんが訪れ、親しんでいただける

施設となるよう情報発信や他団体、地域等との連携に取り組みます。 

また、昨年６月議会定例会で議決された文化振興ビジョン、文化振興条例に基

づき策定する文化振興プランにつきましては、３月から計画策定に着手する予

定です。 

文化財については、昨年の首里城の火災をうけて、国全体で文化財に対する防

災設備の整備が課題となっている中、防災設備の整備が必要な国重要文化財建

造物である猪田の「猪田神社本殿」や西高倉の「高倉神社本殿」の防災設備整備

事業を行うほか、川東の三重県指定文化財建造物「春日神社拝殿」の解体修理事

業、ユネスコ無形文化遺産に登録された「上野天神祭のダンジリ行事」の楼車修

理事業などを行います。また、公有地化が完了し、実施計画を策定した国史跡伊

賀国庁跡についても、整備工事に着手します。さらに文化財を活用することによ

り、地域の魅力向上を図るため、国登録文化財長谷園の屋根修復事業を行います。 

史跡芭蕉翁生家については、芭蕉翁生家保存改修検討委員会を設置し、生家を

活用した地域振興を前提とした改修計画に取り組んでいます。３月末で改修設

計を終え、改修工事に着手したいと考えています。 

また、伊賀の歴史や文化を未来に引き継ぐため、2020（令和２）年度から上野

図書館・文化財課・文化交流課が所蔵する芭蕉や忍者、藤堂藩に関わる資料や文

化財に関連する資料をデジタル化し、全国どこからでも検索・閲覧できるシステ

ムの構築を始めます。 

スポーツについてです。今年７月 24日、いよいよ東京 2020オリンピック・パ

ラリンピック競技大会が開会します。伊賀市では、４月９日に、大会に向けた聖

火リレーが行われます。伊賀上野城を出発点とし、伊賀市役所までの 5.1 キロ

メートルを 25人のランナーでつないでいくこととなっています。市民みんなで、

56 年ぶりに日本で行われるスポーツの祭典を祝福し、「全員が自己ベスト」「多

様性と調和」「未来への継承」というこの大会の３つの基本コンセプトの推進に

それぞれの立場から関わっていきたいと考えています。 

このオリンピックイヤーは、三重とこわか国体開催の前年でもあります。2021

（令和３）年に伊賀市で開催される国体正式競技は、サッカー、軟式野球、ハン

ドボール、剣道、クレー射撃の５種目です。今年５月には、東日本軟式野球大会

を皮切りに、７月のハンドボールのジャパンオープン大会、10 月には全国社会

人サッカー大会というように伊賀市で開催される競技のリハーサル大会が続き

ます。まさに、スポーツイヤー到来という状況です。この機会を、「生涯スポー
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ツ都市宣言」推進の好機と捉え、市民一人ひとりが、生涯に渡ってスポーツを「す

る」「みる」「支える」気運を醸成し、人と人とのつながりを育み、健康で明るい

まちづくりを進めたいと考えています。 

７つ目は「計画の推進」の分野です。 

市政への市民参加の仕組みについては、多様な主体の参画の推進に取り組む

ことが必要です。 

2018（平成 30）年９月に発足した「伊賀市若者会議」ですが、第１期のメン

バーの任期が３月末となっているため、第２期のメンバーの募集を行います。第

１期では、メンバーが市の事業への参画や伊賀市若者会議を周知するため市内

外へのＰＲに努めるとともに、自分たちで考えた企画も着実に実施しており、３

月 20日に開催する「まちづくりラウンドテーブル」で活動成果の発表を行う予

定です。今後もＩＧＡＢＩＴＯ の発掘から育成・活躍につながるプラットフォ

ームをしっかりと形成し、若者の定着につなげていきたいと思います。 

ふるさと応援寄附金（ふるさと納税）については、現時点の（１月末現在）の

寄附金額は２億円を超え過去最高額となっています。これは、ポータルサイトの

数を増やしたことと併せ、事業所や生産者の元に出向いて、魅力ある返礼品の数

を昨年より約 70品増やすなど寄附金の拡大に取り組んできた成果であると思い

ます。引き続き、ふるさと納税の取組を進め、「秘蔵の国」伊賀の魅力を全国に

発信していきます。 

「広報いが市」については、４月から月 1回、１日号のみの発行としますが、

市民ニーズが高い市政情報を簡潔でわかりやすく掲載し、ホームページと連動

させるなどして、見やすく、より伝わる広報を目指します。また、市ホームペー

ジやフェイスブック、行政情報番組「ウィークリー伊賀市」など多様な広報媒体

を効果的に組み合わせて情報発信することにより、市民の参画と協働のまちづ

くりにつなげていきたいと考えています。 

情報化の推進については、今後のＡＩやロボティクス等の技術を活用して業

務の自動化・省力化を実現するスマート自治体への転換を視野に入れ、市民サー

ビスの向上や業務の効率化を図るため、ＡＩやＲＰＡなど、新しいＩＣＴの利活

用について引き続き調査研究を進めます。 

以上、2020（令和２）年度に向けての市政の主要な施策事業について、その概

要を述べました。急激な人口減少など合併時の想定を上回る社会情勢の変化へ

の対応とともに地域行政のあり方や多様なニーズへの対応など行政の変革が求

められていますが、大事なことは、内からも外からでも必要とされる、そして誇

れるまちづくり、地域づくりです。行政、民間企業、住民組織、個人みんなで力

を合わせて活き活きとした伊賀市づくりを進めていきたいと考えています。市

民みんなでつくるまちづくりを目指したいと思います。 


