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平成 31年第１回伊賀市議会定例会施政及び予算編成方針 

伊賀市が、誕生して 15年目を迎えています。 

この間、「ひとが輝く 地域が輝く」伊賀市の実現に向け、各種施策に取り組んできまし

た。とりわけ、私が就任後は、少子高齢化をはじめとする社会情勢の変化、厳しくなる地方

財政を踏まえ、持続可能な地域づくりを目指し「無駄のない財政運営」と「市民目線・市民

感覚による市政」を掲げ、市政の再生に努めてきたところです。 

伊賀市も合併時には 10 万人都市といっていましたが、平成 27 年の国勢調査では 90,600

人にまで人口が減少しています。我が国の人口減少は平成 20 年から始まっていますが、本

市では 10年早い平成 10年から人口減少は始まっており、誰もが経験したことのない人口減

少社会に突入して 20 年が経ちます。人口が減り、厳しい財政状況の中、好景気時に設置し

た公共インフラの老朽化による維持管理や更新、高齢者福祉に係る費用の増加など、本市の

財政を取り巻く状況には厳しいものがあります。 

この厳しい状況に対応するため、平成 27 年に策定した「伊賀市まち・ひと・しごと創生

総合戦略」を平成 30 年３月に改定し、子育て環境の充実、地域医療や福祉の充実、新しい

産業用地の確保などの取組を進め、人口減少に歯止めをかける施策の展開を図ることとしま

した。また、平成 29年６月には、2020年度を目標とした「第２次伊賀市総合計画第２次再

生計画」を策定し、「ガバナンスの確立」「市政再生の深化・進展」そして「誇れる伊賀市、

選ばれる伊賀市」の３つをテーマに、持続可能な伊賀市づくりを進めることとしました。  

この計画では、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発揮し、４年間で目指す姿を実現する４つのプロジェクト「子ど

もは伊賀の宝」「誇れる伊賀、選ばれる伊賀づくり」「住み続けたい伊賀づくり」「賑わいを

取り戻す」を掲げ、取組を進めているところです。 

「第２次再生計画」も４年間の計画期間の折り返しを迎えようとしています。伊賀市が持

続可能な自治体であり続けるためには、行政による取組だけでなく、私たち市民、団体、企

業、地域などの多様な主体が、現在の厳しい社会情勢を理解し、当事者意識を持って目標を

共有し協働する、いわゆる「ガバナンスの確立」が不可欠です。市民の皆さんの理解と協力

を得ながら、さまざまな課題の解決に取り組むため、平成 31 年度の伊賀市予算を「伊賀流

“元気・にぎわいづくり”予算」としました。 

「第２次再生計画」に掲げる横断的な取り組みである４つのプロジェクトや「伊賀市まち・

ひと・しごと創生総合戦略」を進めつつ、中長期を見通した持続可能なまちづくりのため、

平成 31 年度で早急に取り組む必要がある事業として、次の５つの“まったなし”に取り組

みます。 

１つ目が「にぎわいの創出」です。 

市役所機能が１月４日に四十九町へ移転しました。一方で、旧市役所南庁舎を役所として

利用していた時は、毎日約 500人の職員や関係者が勤務していて、市民の皆さんを中心に年

間で約 19 万の人が利用していました。しかし、今は空き家となって人影は消えています。

歩行者数や店舗への来客の減少など、その影響が表れています。空き家の状態が続けば、地
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価の下落などが市街地だけでなく、周辺地域に始まり市の全域に及ぶことが予想され、固定

資産税の減収につながり、市民全体の行政サービスに大きな影響を与える恐れがあります。 

今、早急な賑わいづくりが、将来の伊賀市にとって必要不可欠です。 

こうしたことから機能移転後の空白期間を少しでも短くするため、旧市役所南庁舎を伊賀

地域の魅力発信、回遊拠点となるよう現在計画している交流型図書館や忍者体験施設、カフ

ェなどを備えた施設としてリノベーション（保存・活用）するプランを早急に進めなければ

なりません。 

また、現在策定を進めている「第２期中心市街地活性化基本計画」の取組の中で、成瀬平

馬家長屋門やポケットパークの整備、道路美装化などによる住環境の整備などの諸事業の実

施を通じ、各種団体や地域の皆さんと共に一日も早い賑わい創出とまちなか活性化に関連す

る諸課題の解決に向け取り組みます。 

市内では、市街地を中心に空き家が増えています。各地に点在して残っている古民家を、

その歴史性や文化的価値を尊重しながら客室や飲食店、店舗としてリノベーションし、文化

や歴史を実感できる複合宿泊施設として、ＮＩＰＰＯＮＩＡモデルによる再生事業に取り組

み、まちの賑わいづくりにつながるよう「城下町ホテル」の計画推進や基幹施設となる栄楽

館の改修整備、空き家の有効活用などの事業を実施します。 

２つ目は、「災害対策の充実」です。 

昨年２月に政府地震調査委員会は、南海トラフ地震が今後 30 年以内に発生する確率を、

これまでの 70％程度から 70％～80％に引き上げました。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、大規模な風水害がいつ発生しても不思議ではあ

りません。 

大規模災害などに備え、災害に強い新しい市役所を災害対策機能の拠点として、引き続き

市民の皆さん、自主防災組織、消防団、関係機関などが相互に連携した地域の防災体制の強

化や防災基盤の整備を図ります。 

また、新たに土砂災害警戒区域の指定が見込まれる花之木、長田、古山、花垣、上津の５

地域の土砂災害ハザードマップを作成し、市民に広く危険個所を周知するとともに、新たな

浸水想定区域や土砂災害警戒区域等の指定に伴い、指定避難所の見直しを行うなど、地域防

災計画の修正に着手します。 

３つ目は、「少子高齢化への対応」です。 

本市の出生数は、昭和 49年から一貫して減り続けており、平成 17年以降は死亡数が出生

数を上回る「自然減」の時代になっています。また、平成 27 年の国勢調査では、老齢人口

割合は 31.7％で全国平均より 5.1 ポイント多い状況です。我が国の持続的な成長にとって

最大の課題が少子高齢化であるように、持続可能な伊賀市づくりのために、少子化と高齢化

は大きな課題であり、その対応が急務となっています。 

子ども・子育てについては、今年４月から新たに保健師２名を母子保健コーディネーター

として配置し、妊娠期から出産、育児期にわたる切れ目のない体制の強化を図ります。特に

母子保健コーディネーターは、母子健康手帳交付時の妊婦さんとの出会いを大切にし、妊娠・

出産などの不安や相談を聴き、一緒に支援計画を立てることで出産・育児期に寄り添った支
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援を行います。 

発達に課題を抱える児童の早期発見と早期療育のさらなる推進のため、民設民営による児

童発達支援センターの設置に取り組むとともに、私立みどり第二保育園園舎の改築事業への

補助や結婚サポート事業など、伊賀市の将来を担う子どもたちや、その家族を応援するため、

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 15 事業）を引き続き

展開します。さらに「第２次伊賀市子ども・子育て支援事業計画」の策定や、就学前の教育

や保育の充実を図るため、今後の保育所・園のあり方について検討を進めます。 

また、地域福祉や労働者福祉の向上を目指す拠点として、公共施設最適化の視点も踏まえ、

旧消防本部跡地に（仮称）伊賀市総合福祉会館の整備を進めます。 

４つ目は、「未来を担うこどもの育成」です。 

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

けていく教育が子どもたちには必要です。 

教育委員会では、「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。 

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、夢や希望をかなえる力の育成に取り組みます。 

また、グローバル化が進む現代において、国では英語教育を推進しています。観光立市を

目指す本市においても児童・生徒が英語に興味を持ち、英語力を高めることが重要であり、

このため中学生を対象とした実用英語技能検定に係る費用を助成する制度を設けます。 

施設面では、児童・生徒が安心・安全に学べるよう、上野西小学校と新居小学校の屋内運

動場の改修、小学校給食センターの整備などを進めます。 

また、学校施設の老朽化による建物自体の寿命や設備の不具合等の課題に対応するため、

学校施設の「長寿命化計画」を策定することとします。 

５つ目は、「活力あるまちづくりへの次世代育成」です。 

それぞれの自治体が、特色を生かし、自らのアイディアで、自らの未来を切り開く地方創

生の時代にあって、伊賀は他にはない、文化・歴史的な遺産、米や牛、酒、焼き物、組紐な

どの特産品はじめ、多くの宝があります。しかしながら、市内各地域や各産業において、高

齢化や過疎化、後継者不足などにより持続性や活力が低下しつつあります。 

そのため、活力あるコミュニティづくりや各産業の活性化を目指し、課題解決や地域の特

色を活かしたまちづくり活動、本市の魅力を活かした産業活動などの促進につながるよう、

各種事業を展開する必要があります。 

様々な価値観が交じり合う、魅力溢れるこの地域に生まれ育った若者の「ずっと住み続け

たい」「また帰ってきたい」という思いを育むことで、将来にわたって伊賀に住み、または

伊賀に関わり続けていく人を増やしていくため、「自らが地域の担い手となり、より良い伊

賀を創る意識と実行力を持った若者」を「ＩＧＡＢＩＴＯ（伊賀びと）」と定義し、その育
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成と発掘のため伊賀市若者会議の活動に取り組むとともに、実際に地域に根付くための支援

を行います。 

平成 27 年度に創設された「伊賀ブランド」の事業者間連携などを推進するとともに、伊

賀牛の増頭に向けた取組をします。伊賀市食肉センターを今年３月末で閉鎖しますが、引き

続き伊賀牛振興のため、枝肉保管のための共同利用冷蔵庫の設置や運営などの支援を行いま

す。 

また、地域における課題解決や特色を生かしたまちづくり活動など、住民自治協議会が地

域まちづくり計画に沿って、自らが知恵を出し、自主自立による地域づくりを進めるため、

「キラっと輝け 地域応援補助金」を創設します。 

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の５つの“まったなし”

の取組で述べた事業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。 

子どもを安心して生み、育てられるまち。健康寿命が長く、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が十分なまちづくりが必要です。 

平成 28 年度からスタートさせた健康マイレージ事業については、働く世代が自身の健康

づくりのため手軽に取り組めるツールとして利用されるよう市内の企業との連携を一層進

めるとともに、住民自治協議会が行う健康推進活動等に参加した際にもポイントを付与する

など、まちづくりと一体となった事業の推進に取り組みます。 

保健事業では、平成 30 年度から市が独自で行っている生活習慣病予防・改善の事業に加

え、糖尿病性腎症重症化予防事業を本格化させ、人工透析への移行を防止し、国民健康保険

被保険者の健康増進を図ることで、医療費の削減につなげていきます。 

また、先に策定した「伊賀市自殺対策行動計画」に基づき、周囲の人の心の不調に気づき、

声をかけ、話を聞き、必要に応じて専門家につなぎ、見守る役割であるゲートキーパー養成

講座を開催するなど自殺予防対策を推進します。 

伊賀市立上野総合市民病院は、約８年間にわたって勤めていただいた現院長が今年３月末

をもって退職し、４月から新しい院長が就任する予定です。新院長のもとでも、これまで進

めてきた二次救急医療体制の充実や、地域医療支援病院として地域の病院や開業医等との連

携などに引き続き取り組み、市民が安心できる医療の提供に努めます。そのため、医師の確

保がもっとも重要な課題であり、今後とも三重大学をはじめ、滋賀医科大学、関西医科大学

との密接な連携を図ります。診療体制の一層の充実を図るために、当面、医師については、

内科医師数名、放射線科医１名が必要と考えています。また、看護師については 15 名程度

の増員が必要であり、カムバックセミナー等の実施や負担軽減対策を進めながら、継続して

募集を行います。 

病院の経営改善の面においては、平成 18年度から赤字決算が続いてきましたが、平成 30

年度は 13 年ぶりに黒字に転換し純利益を計上できる見込みとなりました。引き続き医療の

質と患者サービスの向上などによって診療収入を増やすと同時に、経費の節減に一層努め、

黒字を維持しながら、2020 年度に基準外繰入金の受け入れをなくす目標の達成に向けて取

り組んでいきます。そのため、医療設備についても、費用対効果を考慮しながら計画的に整
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備を進めており、平成 31 年度は電子カルテシステム、内視鏡用超音波観測装置や長時間心

電図解析装置等を更新したいと考えています。 

地域医療については、平成 29 年 10 月に 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を引き続き進めていきます。 

地域福祉については、地域における生活課題の解決に向けた検討の場となる、「地域福祉

ネットワーク会議」の設置を進めています。これまで市内 39 の住民自治協議会エリアのう

ち、34地区で設置されていますが、引き続き、未設置地区への設置支援や設置された会議へ

の運営支援などを行い、すべての市民が、住み慣れた地域で活躍できる地域のしくみづくり

を進めていきます。 

障がい福祉では、平成 31 年度から重度の障がい者および障がい児を対象とする、移動に

関する利用料助成事業に伊賀鉄道利用料金の助成を追加することで、移動手段の拡大を行い、

障がいのある人の社会参加の増進を図ります。 

また、昨年４月に障がい者相談支援センターに、総合的・専門的な相談支援の強化、権利

擁護・虐待防止等を目的に、基幹相談支援の機能を設置しました。今後は、市内の相談機関

の役割を明確にし、伊賀市に適した持続可能な障がい者相談支援体制を構築していきます。 

さらに、「第４次障がい者福祉計画」の策定に向け、市民アンケート調査の実施や現状分

析、課題の抽出等を行います。 

介護・高齢分野については、認知症施策として、認知症カフェの開設や見守り訓練等を引

き続き実施し、高齢者が認知症になっても、住み慣れた地域で暮らし続けられるよう支援し

ていくとともに、認知症初期集中支援チームを活用して、早期診断・早期対応等につなげて

いきます。また、認知症による徘徊が心配される高齢者を介護している家族に対し、ＧＰＳ

を利用した位置情報探索システムを使用する徘徊高齢者家族支援サービス事業を実施して

います。これまでも、発症のおそれのある人も対象としておりましたが、さらに利用者を拡

大するため、サービスを申請する家族の居住地要件を緩和し、市外に居住する家族であって

も利用できるように改めるとともに、認知症高齢者見守りＱＲコードシール配布事業の検討

を行っています。 

昨年６月に伊賀市社会福祉協議会が、ニートやひきこもり状態にある人の「外に出てみる」

きっかけづくりのためのフリースペース「ｎｅｓｔ（ネスト）」を開設し、「ひきこもり」を

含め社会とのかかわりに不安のある本人や家族、地域の人の相談に対応してきました。平成

31 年度から、これを生活困窮者自立支援事業に基づく市の事業とし、ひきこもり状態にあ

る人の支援を強化します。 

２つ目は「生活・環境」の分野です。 

安心・安全に暮らせるまち。自然を守り、自然との調和、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。 

平成 30年も大規模な風水害が全国各地で発生しました。本市においても９月 30日に来襲

した台風 24 号の際には、比土水位観測所で氾濫危険水位（3.68ⅿ）を超えました。幸いに

して実際に氾濫はありませんでしたが、改めて川上ダム等の治水事業の必要性を感じさせら
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れたところです。なお、川上ダム建設ですが、昨年９月に本体の起工式が開催され、しっか

りした基礎づくりのため、堅い岩盤を露出させる基礎掘削が今年４月以降も引き続き行われ

るほか、９月からは本体打設の予定と聞いています。地域の安全のためにも一日も早い完成

を今後も国等へ求めていきます。また、平成 28 年度から河道掘削工事が、服部川の三田地

内から事業着手し、順次工事が進められており、平成 31 年度も引き続き工事が実施されま

す。 

事故・犯罪防止では、今年３月から新庁舎周辺で円形交差点であるラウンドアバウトを三

重県が試験的に行うこととなっており、交通安全対策として有効であると立証されれば、市

として本格導入を検討していきます。また、年々巧妙化している悪徳商法等に対しては、全

国のさまざまな相談事例から情報収集に努め、相談者へ情報提供するほか、地域・団体への

出前講座、街頭での注意喚起により消費者被害防止に努めます。 

一般廃棄物についてですが､さくらリサイクルセンターでのごみ燃料製造終了後から将来

の広域化処理までの間､地元のご理解を得て、さくらリサイクルセンターを中継施設として

民間処理委託をすることで、市民の皆さんの負担を大きく軽減することとしています。現在､

中継設備等設置工事の準備を進めており、今議会定例会で工事請負契約の議決によって、早

急に工事着手し８月には新しいごみ処理に移行したいと考えています。また、汚泥再生処理

センターについては、現在、躯体のコンクリート工事を終了し、来年３月の完成に向けて電

気工事、機械設備工事を進めているところです。 

水道事業については、「水道事業基本計画」に基づき、将来にわたって安全でおいしい水

を安定的に供給できるよう、最終年度を迎える水道広域化促進事業によって老朽管路など水

道施設の更新や経営効率化へ取り組むとともに、2020年度から 12年間にわたる次期整備計

画を策定して事業採択に取り組みます。 

下水道事業については、人口減少に加え、整備した下水道施設の老朽化等に伴う更新時期

が迫り、事業環境の厳しさが増してきています。経営の元となる下水道使用料収入は減少傾

向にあることに加え、施設の耐震化や放流水質の改善のための設備増強、老朽化設備の更新

が迫り、現行の料金体系ではこれら必要な経費を確保できない状況です。このことから、現

在の下水道事業の経営状況を分析して、高まる更新需要や維持管理費にも対処し、将来に亘

り安定した経営ができる適正な使用料のあり方を探るため、市民や学識経験者らで構成する

審議会を設置し、検討を進めたいと考えています。また、「伊賀市生活排水処理施設整備計

画」に基づく公共下水道の事業化については、住民自治協議会をはじめ関係する自治会や住

民の皆さんとの意思疎通を図りながら、公共下水道事業への理解をさらに深めていただき、

早期の事業化につなげたいと考えています。 

３つ目は「産業・交流」の分野です。 

地域資源を生かした観光やモノづくり、多様な主体が地域課題を解決するための起業がで

きるまち。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。 

観光についてです。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紹介並びに受け入れ態勢整備を進めているとこ
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ろです。特に 2020年の東京オリンピック・パラリンピックや 2025年の大阪万博を念頭に置

いてインバウンドの獲得に向けた取組を強化していきたいと考えており、ＤＭＯ

（Destination Management／Marketing Organization）や「忍びの里伊賀甲賀忍者協議会」、

「日本忍者協議会」、また民間事業者などあらゆる主体と連携し、「忍者市」である伊賀市な

らではのインターネットメディアの積極的な活用やターゲットを絞った効果的な情報発信

を行っていきます。 

今年は、恒例の「伊賀上野ＮＩＮＪＡフェスタ」を４月 27日から５月６日までの 10連休

での開催を予定しています。まちかど忍者道場へ新しい体験メニューを設けるほか、「伊賀

ＤＥ忍者博覧会『にんぱく』」と銘打って忍者の心技体を体感できるゲームや手作り体験や

名産品の販売コーナーなどを設置し、それにより上野公園から町中（まちなか）へ、そして

各道場への観光客の流れをつくりたいと考えています。また、着地型観光事業「伊賀ぶらり

体験博覧会 いがぶら」を進化させ、子ども向けのプログラム造成や体験メニューの通年化

などに取り組んでいきます。 

農業については、伊賀地域の特産品である「伊賀米」が引き続き食味ランキングでの「特

Ａ」評価を受けるよう、ＪＡや県等関係機関との連携した栽培指導や実証圃の設置などを実

施しており、更なる品質向上に向け、関係機関と連携し取り組みます。 

 平成 27 年度に三重県で開催された伊勢志摩サミットを契機に伊賀市と志摩市とで行って

いる海と山の地域間連携事業については、平成 31 年度は本市での開催を予定しており、両

市の物産をはじめ、文化的交流を通じて互いの市の魅力発信と活性化につなげたいと考えて

います。 

農地中間管理事業については、昨年 12 月までに「人・農地プラン」が策定された地域の

うち 17 地域（11 プラン）で、担い手農家への集積面積が 85 ヘクタール増加し、伊賀市全

体で、516ヘクタールの集積となりました。引き続き、地域農業の将来に関する人と農地の

問題について各集落で危機感の共有と徹底した話し合いを行い、その結果をプラン作成につ

なげていけるよう支援していきます。また、市外からの移住就農も含めた新規就農者の確保

や担い手への農地集積・集約化を各関係機関・団体等と連携を取りつつ推進することで、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していきます。 

多面的機能支払交付金事業については、伊賀市内において 107 組織が活動を行っていま

す。これは、三重県全体の 693組織の内、２番目に多い組織数となっており、本市の農振農

用地面積 6,921.3ヘクタールの内、54％の 3,763.3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しており、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ています。今

後も農村環境の向上のため取り組み、組織数の拡大に向けて普及・啓発を行っていきます。 

森林保全・林業については、森林の適正管理を目的に、搬出間伐に対する助成、環境林整

備、「みえ森と緑の県民税市町交付金」を活用した「親子ではじめる木育推進事業」・「未利

用間伐材バイオマス利用推進事業」等により、木材の利用や里山の整備に取り組んでおり、

平成 30 年度は、庁舎の木質化事業として新庁舎の内装の一部に伊賀市産の杉材を活用しま
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した。今後も、災害に強い森林づくり、木材利用の推進、暮らしに身近な森林づくりに取り

組んでいきます。 

 また、山林所有者・地域住民が協力して地域の山林に関する問題を解決する「コミュニテ

ィ林業」については、組織による取組を進めようとする各地域で研修会や座談会を実施して

おり、今後の地域の取組を具体化するため、林業再生プランの策定を進めているところで、

それぞれの地域の現状にあった事業形態の検討とモデル地域となる組織の設立を目指して

いきます。 

鳥獣害対策については、有害捕獲期間を平成 30年 12月末まで延長し、有害獣の個体数調

整を伊賀市猟友会とともに進めました。また、三重県が実施している捕獲研究事業について

も、県農林事務所や地域と連携しながら大型捕獲檻や獣害柵の研究・維持管理を行っており、

今後も地域が中心となって一層の頭数管理を推進していきます。また、設置後、年数が経過

している各地域の獣害柵については、獣害防止効果の維持を図るべく、伊賀市鳥獣害対策協

議会のハード事業の活用を推進します。 

商工業については、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推進に努めていきます。 

起業創出・事業承継では、従来の補助メニューを刷新し、市内全域を対象とした「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」に対し支援を行います。 

組紐をはじめとする伝統産業の振興では、今年秋に本市で開催予定の「国際組紐学会」と

連携し、広く国の内外から工芸や芸術分野の人材をネットワークする取組を進めていきます。 

労働・雇用環境については、人手不足・売り手市場の状況が続いています。伊賀の企業の

知名度を向上させ、新卒・既卒学生の就職につながるよう、合同就職セミナーを開催すると

ともに事後フォロー体制を整えます。また、三重大学などと連携して、学生を伊賀の地に招

き、伊賀企業の実力を現場でプロモーションするとともに、生活の場としての伊賀の魅力を

伝える「若者世代に向けた産業プロモーション事業」に取り組みます。 

産学官連携事業の推進については、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。 

４つ目は「生活基盤」の分野です。 

歴史文化や風土と調和した、秩序あるまちづくり。市内外の交通インフラ整備により、人・

モノ・情報の流れが活発なまちづくりが必要です。 

都市政策については、国が提唱する地域公共交通と連携して、コンパクトなまちづくりを

進める「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方を先取りして、平成 22 年に策定し

た「伊賀市都市マスタープラン」が 2020年で 10年となります。現行の都市マスタープラン

の成果や課題の整理を行い、次の将来的なまちづくりの方向性を決定する今後 10 年の新た

な計画を平成 31年度から２ヶ年で策定していきます。 

 道路についてです。三重県が平成 18 年度から事業を進めている国道 368 号の４車線化に
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ついては、平成 31 年度には、現在行っている大内橋下部工を継続して行うとともに、山出

交差点からセンターランド交差点間の整備を。また、県道信楽上野線の服部橋の架け替えに

ついては、平成 31 年度は、旧橋梁下部工撤去と新たな橋の下部工新設を進め、さらに上部

工も発注予定と聞いています。いずれの道路についても早期完成に向け関係機関に予算確保

等の要望を行っていきます。また、都市計画街路事業の服部橋新都市線については、平成 31

年度においても引き続き用地買収を進め、一部区間については道路拡幅工事に着手したいと

聞いています。上野市街地と新庁舎を結ぶ重要な路線でもあり、互いに協力して事業進捗が

図られるよう、引き続き予算の確保と早期整備を県に要望します。 

市内幹線道路では、市道佐那具千歳線については国道 25号との交差点部分の工事を行い、

平成 31 年度中に全線が完成するよう事業を進めます。市道西明寺緑ヶ丘線については、今

年３月末に国道 163号との交差点部の工事が完了し、新たに 230ｍの区間が開通する予定で、

これにより緑ヶ丘から西明寺までの間について通り抜けが可能となります。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である市道水越予野線他４路線については、防災安全

交付金事業を活用し舗装修繕工事を行い、利用者への良好な道路サービスの提供に努めます。 

橋梁については、平成 30 年度に橋梁長寿命化修繕計画の見直しが完了しましたので、こ

の計画に基づき早期対応が必要な橋梁から順次修繕を行うこととします。また、災害により

通行止めとなっている山神橋については、橋梁の架け替えを行う方針ですが、近隣する橋梁

も老朽化していることから、集約整備する必要があります。架設位置について地元調整を行

い、合意形成が整うには今しばらくの時間が必要と考えています。引き続き地域の皆さんと

密に連携し進めます。 

鉄道交通についてですが、伊賀鉄道伊賀線では、来年度に「鉄道事業再構築実施計画」に

基づき、伊賀鉄道全線の運行管理を担う上野市駅の駅舎耐震工事を実施し、鉄道運行にかか

る安全確保を図るとともに、大正時代に建設された特徴的なマンサード屋根を持つ上野市駅

舎を地域振興並びに伊賀線の活性化につなげたいと考えています。忍者市宣言２周年となる

今月 22日から、「忍者の里・伊賀」の発信と伊賀鉄道の活性化を目指し、株式会社伊賀鉄道

と協議の上、上野市駅、伊賀鉄道伊賀線のそれぞれに「忍者市駅」、「伊賀鉄道忍者線」とい

う愛称を付けることとしました。市外からの来訪者をはじめ、市民も含めた利用促進効果を

期待しているところです。今後も、伊賀鉄道株式会社と連携して様々な利用促進策等に取り

組むとともに、安全かつ安定的な運行の確保に努めます。 

ＪＲ関西本線では、利用者の減少が続いているところですが、関西本線木津亀山間活性化

同盟会やＪＲ関西本線利用促進と電化を進める会と連携しながら、ＪＲ西日本と各種施策の

実現に向けた協議を深め、ＩＣカード導入などの利便性向上やイベント列車などの利用者増

に向け取り組みます。 

バス交通では、現在の「伊賀市地域公共交通網形成計画」が、2020年度に終了期間を迎え

ることから、次期計画策定に向け事業進捗等の検証を行うとともに、住民アンケート調査等

を実施することにより利用者のニーズ把握を行い、新たな計画策定に向けた検証を開始する

こととしています。また、利用者の減少が著しいバス路線について、地域の方々とも協議を
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行いながら、路線存続の必要性も含めて、今後の運行のあり方を検討します。 

５つ目は「教育・人権」の分野です。 

あらゆる差別を許さず、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

を受けられ、生涯にわたって学びの機会が持てるまちを目指します。 

 平成 28 年に、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」、

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律（ヘイト

スピーチ解消法）」「部落差別の解消の推進に関する法律（部落差別解消推進法）」が施行さ

れ２年以上が経過しました。「知らない法律は守れない」ことから、法の趣旨、内容やその

背景にある「差別は許されない」という人権の社会動向を含めて、市の広報ツールをはじめ、

人権問題地区別懇談会や講演会、研修会等あらゆる機会を通じて市民の皆さんへ周知を図っ

てきたところです。 

しかしながら、市内児童・生徒による障がい者差別につながる発言を含め、外国人に対す

る差別やインターネット上での新たな形の部落差別を助長する事象があとを絶たず、社会の

中の差別意識は依然として根強く残されている状況です。人権問題は「他人事ではなく自ら

が解決しなければならない大切な問題」であることを市民の皆さんに認識していただくとと

もに、学校と家庭や地域、企業・団体などが力を合わせ、子どもたちに人権や差別について

丁寧に伝えていくなど一層の取組を進めたいと考えています。 

一方、これまで本市では差別撤廃条例に基づき、市民の皆さんの差別解消への強い思いと

尽力により、部落差別を解消する取組から、障がい者差別など他の人権課題の取組へと発展

させ、さらに全国に誇れる「性的マイノリティへの取組」につなげてきました。引き続き、

同性パートナーシップ宣誓制度やＬＧＢＴなど性的マイノリティを理解し支援するＡＬＬ

Ｙ（アライ）の取組について周知を図り、課題解決の具体的な取組を進めます。 

さらに、「伊賀市非核平和都市宣言」の趣旨に基づき、３月 19日には、広島の被爆に耐え

て現在も生き続ける「被爆２世アオギリ」植樹式を行います。平和を希望する我々市民の意

思の象徴として被爆樹木の苗木を庁舎の北側に植樹し、再び戦争の悲劇を繰り返さないとい

う決意を多くの市民・関係者と確認をしたいと考えています。 

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人権文化が豊かな社会

の構築に向け、市民の皆さん、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、人権の先進地としてのこれまでの人権啓発、教育の取組をさらに推し進めていきます。 

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。そのため生涯学

習センター等を情報発信拠点と位置づけ、学習や交流の場として、幅広い活用を促せるよう

生涯学習活動の推進を図っていきます。 

上野図書館については、すべての市民にとって利用しやすく快適な交流型図書館を目指す

中で、今年４月から学芸員資格を有する司書職員を１名配置し、所蔵する忍者や芭蕉、郷土

の歴史資料、古文献等、伊賀市ならではのコレクションについての情報提供サービスや企画

展示を行います。また、市民の学びがより深まるための各種事業に取り組むとともに、市内
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各小中学校と連携し読書支援を行います。 

文化財については、今年度に引き続き、猪田の国指定重要文化財建造物「猪田神社本殿」

の修理事業や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、公有地化が完了している国史跡伊賀国庁跡についても、整備に向けて実施設計を行いま

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・スポーツ活動や地域活動、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。現在、伊賀市に住む外国人住民の割合は 5.78％を占めていま

す。市役所窓口や多文化共生センターでは、平成 30 年度にこれまで、行政手続きやビザの

更新方法をはじめ、年金や税金、子どもの教育、ＤＶ問題など、約 4,900件の相談に対応し

てきました。今後もこれらと合わせ、異文化の紹介や外国人との交流の機会を通して、多文

化共生社会を目指し国際理解や多様な文化への理解が深まるよう取り組みます。 

なお、出入国管理及び難民認定法の改正に伴い、今後もさらなる外国人の増加や様々な場

面における状況の変化が予想されますが、しっかりとした対応にして行きたいと考えていま

す。 

文化・芸術では、伊賀市の文化振興の基本的な考え方や施策の方向性を明らかにするため、

文化振興ビジョンの策定に取り組んできました。アンケート調査をはじめ、５回の庁内検討

会議、４回の文化振興ビジョン検討委員会での協議を経て、中間案の取りまとめ段階となっ

ています。近く議員の皆さんに、中間案を説明させていただくとともに、その後、パブリッ

クコメント等を実施し、翌年度の早い時期にビジョンの最終案をまとめたいと考えています。 

芭蕉翁記念館が直営となり間もなく１年となりますが、今年の１月から、学芸員が展示中

の真筆の解説を中心としたギャラリートークを行い、市民や観光客などから好評を得ている

ところです。また、芭蕉翁顕彰の重要施設である史跡芭蕉翁生家について、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て、改修方法や運営方法等の

検討を進めているところで、平成 31 年度は、検討委員会とも協議をしながら改修設計を行

う予定です。こうした市民や来訪者に親しみやすい記念館運営に努めるとともに、国際的発

信力を高めるため、俳句関連団体や関連自治体とも協力しながら俳句ユネスコ無形文化遺産

登録に向け取り組みます。 

スポーツについてです。三重とこわか国体の開催まで２年半余りとなりました。本市での

開催日程も決定され、2021 年の９月 25 日から 10 月４日の間で、サッカー女子、ハンドボ

ール少年女子、軟式野球成年男子、剣道、クレー射撃の５種目の正式種目が開催されます。

2020年度には各種目のリハーサル大会も予定されているほか、2021年度には、キンボール、

手裏剣打ちスポーツのデモンストレーションスポーツも開催されます。 

このため、来年度は、国体開催の機運をより高め、多くの市民の方に我が事として関わっ

ていただける国体となるようデモンストレーションスポーツ普及隊や市民ボランティアス

タッフの募集、市内園児による「とこわかダンス」などを開始することとしています。 
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また、国民体育大会等に向けた施設整備を進めるため、クレー射撃の会場である三重県上

野射撃場を三重県の補助を受けながら整備するほか、老朽化が著しく他施設でも代替可能な

上野運動公園プールを解体し、ウォーミングアップ会場として利用できる人工芝の多目的広

場整備を計画しています。 

こうした国体開催に向けた準備を進めるため、今年４月 1日から国体推進課内に事業推進

係と競技運営係を設置し、事務局体制を強化します。 

市民スポーツの振興では、前年に引き続き、青山高原つつじクォーターマラソン、伊賀市

民スポーツフェスティバル、伊賀上野シティマラソン等を実施するほか、伊賀市体育協会や

伊賀市スポーツ少年団本部との連携により、社会体育活動、青少年スポーツ活動に取り組み、

市民一人ひとりが、気軽にスポーツに親しみ、健康で明るいまちづくりを目指します。 

また、体育施設整備では、利用者の少ない伊賀市民多目的広場用地を健康増進施設として、

民間活用します。 

今季から日本女子サッカーリーグ１部に復帰しました伊賀市民サッカーチームである「伊

賀ＦＣくノ一」を応援・支援し、市民の一体感の形成と地域への愛着づくりを進めます。 

移住・交流についてですが、平成 28 年度から移住コンシェルジュの相談窓口を設置して

います。昨年 12月末までに、延べ 1,596件の相談があり、68世帯 125人の移住者を受け入

れています。平成 29年度の移住者数は、29世帯 51人で、県内１位ですが、平成 30年度の

移住実績は、26 世帯 42 人で平成 29 年度の同時期の実績と比べてみますと、約 1.5 倍の伸

びとなっています。 

今年１月に（株）宝島社より発行されました「田舎暮らしの本」のなかで、伊賀市が「住

みたい田舎ベストランキング」東海エリア部門で５位、三重県内では１位、人口 10 万人未

満の自治体部門で全国 46位に選ばれました。 

これは、移住施策の実績や、子育て世代への支援などが評価された結果と聞いており、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、継続

して移住者の増加に向け取り組みます。 

７つ目の「計画の推進」の分野です。 

新市建設計画は、合併後の新市の基本方針を示すものとして、合併前の平成 15 年に策定

されましたが、新市のまちづくりに必要な財源である合併特例債を活用するための根拠計画

ともなっています。 

昨年の法律改正により合併特例債の発行可能期間がさらに５年間延長することが可能と

なったことから、本市においても厳しい財政状況の中、有利な財源である合併特例債を活用

するため新市建設計画を２年間延長したいと考えています。今年１月から２月にかけて住民

自治地区連合会に諮問するとともに、タウンミーティングやパブリックコメントにおいて、

市民の皆さんからのご意見を頂戴しているところです。今後、最終案をまとめ６月議会に提

案する予定です。 

なお、新本庁舎については、１月４日の開庁以降、職員一丸となって更なる市民サービス

の向上に取り組んでおります。また、市民の皆さんから親しまれる庁舎となるよう、２月３

日には開庁記念のロビーコンサートを開催いただいたほか、現在は三重県と共催で、ミエゾ
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ウの化石などを展示しており、今後も新たな展示などを計画していきたいと考えています。 

青山支所周辺施設の複合化については、伊賀市公共施設最適化計画の第１期実行計画に基

づき、持続可能な公共サービスの実現に向け、現在分散している青山支所及び地域包括支援

センター南部サテライト、阿保地区市民センター等の周辺施設の複合化整備と現支所等跡地

整備を４年間で実施する計画です。初年度の平成 31 年度は、複合施設建設予定地の整備工

事と測量、設計等を実施すべく関係費用を平成 31 年度当初予算（案）に計上したところで

す。 

以上、平成 31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。 

人口減少や少子高齢化などで、厳しい財政状況が予測されるなかで、持続可能な伊賀市づ

くり、住みやすい、安心・安全の自立したまちづくりに邁進したい所存です。市民の皆さん

とともに勇気と覚悟を持って“誇れる伊賀市”“選ばれる伊賀市”を築いていきたいと考え

ています。ご理解と主体的な取組をお願いするところです。 

 


