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第１章 第１次再生計画の総括と今後の課題 

１．第１次再生計画の振り返り  【主要項目についての現状・課題】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《重点プロジェクト 1》「医療・地域福祉連携プロジェクト」 

救急医療については、医師不足により 2008（平成 20）年 4 月から伊賀地域 3 病院（上野総合市民

病院、岡波総合病院、名張市立病院）における時間外の病院群輪番制度を導入しましたが、2010（平

成 22）年 8 月に救急空白日が生じるなど、救急医療体制の確保が極めて厳しい状況でした。その後、

医師確保が進み、二次救急当番病院が救急患者のほとんどを受け入れるとともに、状況に応じて直接患

者を受け入れる体制も整うなど、現在は安定した伊賀地域の二次救急医療体制が維持できています。ま

た、一次救急を担う応急診療所では、伊賀医師会等の協力によって、一般診療と小児診療の 2 診体制を

堅持し、二次救急医療の負担軽減を図っています。 

 

しかしながら、市民の救急医療体制に対する満足度が全体の２割強と低い状況であることから、市民

が望む医療提供体制の再構築が必要であると考えます。 

 

2015（平成 27）年度から三重県が策定作業を進められている「伊賀地域医療構想」においては、医
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主な担当部局 分野 基本政策

1 《重点プロジェクト1》「医療・地域福祉連携プロジェクト」 健康福祉部 健康・福祉 「安全・安心の確保」

2 《重点プロジェクト2》「観光・農林業連携プロジェクト」 産業振興部 産業・交流 「活力の創出」

1-1 　●健康寿命が長く、安心な医療が受けられるまちづくり

1-2 　●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

4 《子育て》 健康福祉部 1-3 　●子どもを安心して産み、育てられるまちづくり

5 《防災・災害対策》 総合危機管理課 2-1 　●自然災害や重大な事故などさまざまな事象に備え、安心して暮らせるまちづくり

2-2 　●自然を守り、自然と調和したまちづくり

2-3 　●環境に配慮した生活環境が整うまちづくり

3-1 　●地域資源とおもてなしの心を活かした観光のまちづくり

3-2 　●消費者とつながる元気な農林業のまちづくり

3-3 　●中心市街地と各地域拠点が連携した賑わいあるまちづくり

3-4 　●地域性を活かしたモノづくりと新たなサービス創出が活発なまちづくり

3-5 　●だれもが働きやすく、働く意欲が持てるまちづくり

3-6    ●多様な主体が地域課題を解決するため起業できるまちづくり

8 《生活基盤》 建設部 4-1 　●歴史文化や風土と調和した、秩序のあるまちづくり

9 《交通》 企画振興部 4-2 　●市内外のネットワークにより、人・モノ・情報の流れが活発なまちづくり

5-1 　●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

5-2 　●女性がより一層活躍できる男女共同参画のまちづくり

5-3 　●将来を支える子どもたちが充実した教育を受けられるまちづくり

5-4 　●生涯にわたって生きがいが持てるまちづくり

6-1 　●文化の違いを尊重し、多文化が共生するまちづくり

6-2 　●文化活動やスポーツ活動が活発なまちづくり

6-3 　●地域活動や地域産業などの担い手が育ち、活躍するまちづくり

6-4 　●地域活動や市民活動が活発なまちづくり

項目《テーマ》

健康・福祉

生活・環境

産業・交流

生活基盤

3

6 《生活環境》

《地域産業・雇用》7

《医療・介護・福祉》

「安全・安心の確保」

「活力の創出」

「人・地域づくりの推進」

主に対応する政策

健康福祉部

人権生活環境部

教育・人権

文化・地域づくり

人権生活環境部

産業振興部

10

教育委員会《教育》11

企画振興部《文化・地域づくり》12

《人権・男女共同参画》
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療機能の分化・連携とあわせて、在宅医療や地域包括ケアシステムにかかる体制整備をすすめていくこ

とが重要であるとされており、2016（平成 28）年度に、伊賀地域医療構想に沿った上野総合市民病院

の医療機能や事業経営など、公立病院としての役割を見据えた「公立病院改革プラン」の策定を行い、

民間病院との連携を図りながら、医療水準の向上と市民が望む地域完結型の医療提供が必要であり、そ

の体制づくりに努めていきます。 

 

一方、少子化、高齢化、人口減少が急激に進むなかで、医療に限らず、高齢者や障がいのある人、所

得の低い人などが不安なく、安定した生活が送れることに対する満足度は大きく低下しています。 

このことから、各種サービスや介護予防の充実はもちろんのこと、「すべての市民が安心して生活で

きるまちづくり」を目指し、2016（平成 28）年 3 月に策定した、第 3 次伊賀市地域福祉計画に基づき、

保健・医療・福祉の専門分野の連携強化のもと、一体的な支援ができるしくみとなる「地域包括ケアシ

ステム」構築に向けた取組をすすめます。 

 

《重点プロジェクト 2》「観光・農林業連携プロジェクト」 

 観光・農林業連携プロジェクトについては、伊賀市のファンをつくることにより、市外からの交流人

口を増やし、地域内消費を拡大したり、市外に向けて伊賀市の特産品を売り出していくこととしていま

す。また総合的かつ長期的な視点から、農林業の活性化や農林産物のブランド力の強化を図ることが必

要であり、これらが連携した「伊賀ブランド」の確立に総力を挙げて取り組むとしています。 

  

関連施策の状況ですが、着地型観光では、多様なプログラムを設定し、自分たちでできるおもてなし

を行い、年々催行率も上昇してきました。情報発信の推進では、東京や大阪のキャンペーンを中心とし

て伊賀の知名度が上昇しています。 

６次産業化・農商工連携の推進では、伊賀産菜種油を活用して、あけぼの学園高校とのコラボにより、

シャンプー・トリートメントなどの商品開発を行い、新たな活用を図ることが出来ました。 

 持続可能な農業の推進では、人・農地プランの策定や多様な担い手の育成確保に取り組んでいますが、

地域の高齢化や担い手不足などにより、思うような推進が出来ていないのが現状です。また、森林の公

益的機能の回復では、間伐等を促進し、森林の持つ多面的機能の増進などを行いました。 

 

 このような中、地域の活力を創出するためには、地域の魅力や資源を最大限活用して経済的効果を上

げる必要があります。 

 今後は、対外的な情報発信に加え、観光客の受け入れ態勢の整備や、町中や周辺観光地への誘導、観

光と農林業や地域の物産などが相互に連携した取組が必要です。関係団体や事業者など民間活力の向上

を更に促し、いわば伊賀市そのものが「伊賀ブランド」として、交流人口の増大や新規定住者の増加な

ど、社会的効果につなげて行く必要があります。 
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《医療・介護・福祉》 

 健康寿命を延ばすための健康づくりについては、日常的な生活習慣を正しく理解し、身につけ、その

ために何をすべきかを、本人だけでなく地域等で考え実践することが重要だと考えます。 

 そのためには、市民一人ひとりが「自分の健康は自分でつくる」という意識の定着も必要となってき

ます。 

 

 伊賀市では、健康づくりに関する知識の普及のため、出前講座(健康教育）や健康相談、訪問指導等

により、情報提供や適切な指導・助言を積極的に行っています。 

 また、健康づくり推進員（健康の駅長）を委嘱し、各住民自治協議会単位で、身近な地域での健康づ

くり活動の展開を図っています。 

 しかしながら、健康寿命が長く、安心して医療が受けられるとことについての市民満足度は低く、一

方、その重要度は高い状況にあります。 

 

 こうした中、健康意識を高めるための取組みを充実しつつ、がんを含む生活習慣病等の予防となる各

種健（検）診を受診する必要性の認識を高め、かかりつけ医を持ち定期的に受診することが疾病の早期

発見、早期治療につながることの受診勧奨と、健（検）診が受けやすい環境整備を積極的に行う必要が

あります。 

 地域医療については、高齢化が急激に進むなかで、医療ニーズの急増が見込まれます。2025（平成

37）年を視野に入れた救急医療を含む急性期、回復期、慢性期医療の機能分化と病病連携・病診連携を

進めていく必要があります。 

 また、今後の地域医療の充実には、在宅医療と介護の連携が必要不可欠であるため、地域包括ケアシ

ステムを構築します。 

 

 

《子育て》 

 近年の急激な少子化の進行や子育て環境の変化に鑑み、伊賀市では、「子ども・子育て支援法」に基

づき、2015（平成 27）年 2 月に「伊賀市子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。 

 また、人口減少に歯止めをかけるため、「伊賀市まち・ひと・しごと創生戦略」を策定し、人口増加

や移住・定住の促進を図り、2020（平成 32）年に人口 90,000 人を維持することを目的としています。 

 これら人口減少の抑制に大きな役割を担う「子育て支援の環境」づくりが急務と考えています。 

 

市民満足度調査（Ｈ26）では、「子どもを安心して産み、育てられるまちづくり」に対しての満足度

は全体の約 25％にとどまり、逆に施策の重要度では約 85％を超え、特に子育て世代の若年層が強く感

じている状況にあります。 

 これらを受けて、子育て世代に対する経済的な負担軽減、人的な支援、見守り支援、相談支援など実
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施してきました。 

 2015（平成 27）年 9 月から、まち・ひと・しごと創生戦略を前倒しした「第 3 子以降の保育料の無

料化」や「こども医療費助成（中学卒業まで拡大）」を市単独事業としてスタートしました。 

 

2016（平成 28）年度からは、子育て支援を担当する部署を、これまでの「こども家庭課」から「こ

ども未来課」と「保育幼稚園課」へと組織基盤を固め、しっかりと積極的に取り組んでいきます。 

 その内容は、従前の取組みに加え、「結婚サポート事業」、「子育て支援ヘルパー事業」、「乳幼児期の

予防接種助成事業」、「放課後児童クラブ設置拡大」等々を実施していきます。 

  

その他、地域での見守りに対する支援や、子育てに悩む保護者への相談・支援はもちろん、一人親家

庭の自立助長も大きな役割だと考えています。 

 今後は、子育てに関するニーズを的確に把握し、適切な情報発信を含めて子育てしやすい環境づくり

を行政の責務として着実に実施していくことが重要だと考えています。 

 必要なのは、「伊賀市は子育てしやすいまち」だと実感していただくことと、「途切れない子育て支援」

を十分に認識して施策の展開が重要だと考えています。 

 

《防災・災害対策》 

 防災・減災については、伊賀市は、過去に 1854（安政元）年に伊賀上野地震、1953（昭和 28）年

には、「２８災害」と呼ばれる大水害を経験しています。2011（平成 23）年に発生した東日本大震災

により、住民は大規模災害への危機意識がより高まりのある中、今後は南海トラフ地震の発生が危惧さ

れるほか、台風の巨大化や集中豪雨が頻繁に発生する傾向にあります。 

 

 2015（平成 27）年に「伊賀市地域防災計画（震災対策編）」の見直しを行い、被害想定に基づいた

体制の整備や備蓄品の見直しを行いました。 

 

 2011（平成 23）年から災害時要援護者台帳の整備を行っており、この台帳を災害対策基本法の改正

に基づく、避難行動要支援者名簿と位置づけ、災害情報を得ることや避難することが難しい人を支援す

るために地域での防災・減災対策として共助の体制づくりを推進しました。 

 

 災害時における情報の収集、被害の報告、市民への情報伝達を迅速・確実に行えるよう孤立地区を想

定して情報手段の整備を行い、伝達体制づくりの強化を図りました。 

 

 こうした中、異常気象といわれるような甚大な被害をもたらす自然災害に対応できるよう風水害に対

応した伊賀市地域防災計画の見直しを行い、「自助」「共助」「公助」の取組をより強化し、日頃から減

災を目指した災害に強いまちづくりを行う必要があります。 
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 《生活環境》 

自然を守り、自然と調和したまちづくりについては、「環境保全意識の高揚・啓発」「地球温暖化防止

に向けた取り組みの推進」「不法投棄をさせない、されない体制づくり」の３つの項目を目標に掲げ取

り組んできました。 

 

 「環境保全意識の高揚・啓発」では、市内の河川環境において環境基準を達成できない河川があり、

環境セミナーなどを通じで、河川環境基準の 100％達成とその水質改善の維持に努めてきました。 

「地球温暖化防止に向けた取り組みの推進」では、市内から排出される温室効果ガス 2007（平成 19）

年度を基準として、2013（平成 25）年度に約 15％減、市役所の事務事業からの排出は、2007（平成

19）年度を基準として 2014（平成 26）年度約 12.5％減となりました。次年度以降、「伊賀市地球温

暖化対策実行計画」を策定し、さらに市役所の排出される温室効果ガスの削減に取り組んでいきます。 

 「不法投棄をさせない、されない体制づくり」では、2013（平成 25）年度から３ヵ年において、各

地域からの通報等により市民と行政が協働して不法投棄物の処理を 47 箇所行いました。また、今後の

防止対策として、柵防止を３件、看板設置を 295 箇所設置してきました。 

  

 また、各地域における不法投棄の現状や、その取組状況について把握するため、2014（平成２６）

年度には、各住民自治協議会に対し、不法投棄や環境美化に対する取組状況の聞き取り調査を実施した

結果、それぞれの地域による意識の違いや取組内容が様々であったことから、市と協働で行う不法投棄

処理マニュアルを理解してもらうため、今後も引き続き各地域に対して啓発を行っていきます。 

 

 環境に配慮した生活環境が整うまちづくりについては、廃棄物対策として、一般廃棄物収集の多様な

ニーズに応えるため、収集区分・収集方法を再検討し、市民にわかりやすい収集体制とするため、2014

（平成 26）年度から委託による集積場収集の中で、容器包装プラスチック（資源ごみ）の収集回数を

月２回から週１回に増やし、新たに玄関先まで収集に出向く粗大ごみ戸別収集（一般）と小型家電リサ

イクル法にかかる拠点収集を実施してきたところです。 

 また、2014（平成 26）年 10 月から処理コストの増による対価として可燃ごみ袋料金を改定すると

ともに、さらなるごみの減量及び資源のリサイクルを推進するため、広報紙や出前講座により４Ｒの推

進に取り組んでいきます。 

  

 こうした中、さくらリサイクルセンターごみ固形燃料化（ＲＤＦ）施設の稼動期限が 2020（平成 32）

年度末となっている事と、現在の施設の老朽化による維持管理コストの高騰により、伊賀南部地域（名

張市、伊賀市青山地区）との広域化処理によるごみ処理施設建設に向けて取り組んでいく必要がありま

す。ただし、伊賀南部地域の施設で想定される更新時期等を勘案すると、早急に広域化処理を実施する

ことは困難な状況であることから、広域化処理ができるまでの過渡期の対応として、ごみ処理を民間委

託する計画で現在進めています。 
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 水道事業については、少子化による人口減少と節水意識の向上による水需要の減少傾向が大きな課題

となっていることから、将来に向け安定した水道水の供給と持続的な事業運営を行っていくため、水需

要見通しの見直しを行い新たな伊賀市水道事業基本計画の策定を進めています。 

 2016（平成 28）年度で、国の新水道ビジョンが示す安全、強靭で持続的な水道事業の構築に向けこ

の計画を策定し、それを計画的に実行し効率的な事業経営に取り組んでいく必要があります。 

 また、伊賀市の広範囲にわたる給水区域に安全で安定した水道水を供給していくため、水道広域化促

進事業において市内各所の老朽管更新や給水区域拡大のための配水管新設、浄水設備更新など耐震化も

あわせた整備を図ってきました。 

 経年化が避けられない水道施設の維持（長寿命化）、更新や、効率化のための施設統合には多くの経

費を要することから、今後は資産管理（アセットマネジメント）の手法を取り入れた整備を計画的に図

っていく必要があります。 

 

 生活排水処理施設の整備については、農業集落排水事業神戸地区、花垣地区、依那古地区の整備を進

めた結果、生活排水処理施設整備率は 2016（平成 28）年度目標値である 76.0％を 2014（平成 26）

年度末に達成しました。 

2015（平成 27）年度に見直しを行った伊賀市生活排水処理施設整備計画に基づき、今後は下水道全

体計画を策定し、公共下水道事業着手に繋げる必要があります。 

公共下水道長寿命化計画については、2015（平成 27）年度に策定した上野新都市浄化センター及び

柘植浄化センターの長寿命化計画に基づき、今後は浄化センターの改築工事を進めてまいります。 

浄化槽設置整備事業については、公共下水道事業・農業集落排水事業の事業認可区域以外の地域にお

いて、合併処理浄化槽を設置した個人に対し補助し、2015（平成 27）年度の実績では 176 件の申請を

受付け、これまで 2,316 件の申請がありました。 

 

下水道事業については、総務省が、2015（平成 27）年 1 月 27 日、地方公営企業法を適用していな

い公営企業に、2015（平成 27）年度から 2019（平成 31）年までの 5 年間で、同法を適用し公営企業

会計に移行するよう要請したことにより、貸借対照表や損益計算書等の財務諸表の作成等を通じて、自

らの経営、資産等を正確に把握することが必要となります。 

現在、本市では三つの特別会計（公共下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計、浄化槽事業

特別会計）において下水道事業を経営していますが、下水道事業の経営基盤強化において、長期的に安

定した経営を持続していくためには、経営の健全性や計画性・透明性の向上を図ることが求められてお

り、地方公営企業法の適用はその一環で、適用日を 2017（平成 29）年 4 月 1 日と定め、適切な経営

方針の策定と経営努力の促進等「健全かつ持続可能な下水道経営」を目指します。 

また、建設部下水道課は、2017（平成 29）年 4 月 1 日から、水道部と組織統合し、上下水道部を発

足する予定であり、下水道事業は、水道事業と組織統合を実施することで、下水道と上水道に共通して

いる業務の一体化や類似業務の統合による経営コストの削減、上下水道窓口等の一本化により市民サー

ビスの向上を図ります。 
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排水路の改修、整備については、2012（平成 24）年度に東高倉下排水路の整備を完成しました。 

現在整備を進めております野間下排水路の整備率は約 73％であります。また、2016（平成 28）年

度より、雨水・汚水排除の四十九町下排水路に工事着手します。 

 

 市のし尿処理施設（浄化センター）については、2014（平成 26）年度に「伊賀地域循環型社会形成

推進地域計画」を策定し、現在の老朽化した施設を青山地区を含め統合整備することとします。2015

（平成 27）年度に施設整備基本設計業務等を実施し、2017（平成 29）年度から 2019（平成 31）年

度の３ヵ年を建設期間とし、2020（平成 32）年４月から操業開始の予定で現在進めています。 

  

  

  《地域産業・雇用》 

 観光振興では、観光客の増加や物産販売を活発にするため、首都圏をはじめとした都市部での情報発

信などを積極的に行うこととし、農林業では、６次産業化や農商工連携による地域活力の活性化や、人・

農地プランの策定や集落営農組織の設立促進など担い手対策に取り組んでいます。 

 また、中心市街地では歴史や文化に培われた城下町である市街地の魅力を再認識するための事業への

取組や、空き店舗などへの活用支援事業を実施しています。 

  

地域産業の取組では、高付加価値型産業形成を目指し、研究開発機構の集積や商工関係団体や金融機

関大学と連携した、モノづくりや新たなサービスの創出につながる仕組みづくりを進めています。雇用

の促進では、職業相談や就労支援体制の充実や就業機会の確保に努め、雇用の拡大を促進しています。 

  

こうした中、観光では海外での忍者人気と相まって外国人観光客が増加し、農商工連携では特産品の

菜種油を活用し、シャンプー・トリートメントなどを開発することが出来ました。また、伊賀流逸品を

推奨する伊賀ブランド推進協議会が設立され、伊賀ブランド「ＩＧＡＭＯＮＯ」として 35 品が認定さ

れました。 

 今後は、これらの強みを最大限に活用し、市内の観光客受け入れ態勢の整備や、農商工連携、物産振

興などを更に進め、持続可能な地域産業振興のため、まずは産業として自立できるよう関係機関が一体

となり、支援する必要があります。 

 

 雇用の促進では、若者の地元雇用やＵＪＩターンなど就業支援体制を強化するとともに、就業機会確

保のため一定規模のまとまった産業用地の確保などを進める必要があります。 
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《生活基盤》 

効率的で持続可能な都市構成をめざした制度づくりについては、上野・伊賀・阿山・青山の４つの異

なる都市計画区域を１つの都市計画区域として設定し、全市統一した土地利用制度の導入を基本として

制度設計を進めており、三重県とも協議を重ねるとともに、中部地方整備局及び国土交通省との調整も

進めてきました。 

今後は、都市計画法の区域区分制度に替わって、伊賀市の地域事情に適した多核連携型の都市構成を

目指す伊賀市条例で措置できるよう、国・県協議の促進に努めるとともに、さらに市民周知を進める必

要があります。 

  

しらさぎ運動公園については、多目的グラウンド及び第１駐車場の整備を終え、2015（平成 27）年

には一部の供用開始を行い、現在第２駐車場の整備まで進めてきたところで、今後芝生広場の整備を進

め、早期完成を図る必要があります。 

 公園施設については、定期的に巡視、点検を行い、事故防止に努めました。今後も安心して公園施設

を利用いただけるよう管理に努める必要があります。 

  

伊賀らしい魅力ある景観を守り、活かす取組については、景観計画、伊賀市ふるさと風景づくり助成

金制度を活用しながら、町並みの保存、修景を進めてきました。 

 さらに、景観計画の運用実績の評価等を行い、景観計画を「内側から意識を高める」とする基本方針

に基づき一部修正したところで、今後も、景観計画に基づき、景観まちづくりを推進する必要がありま

す。 

 

 既存住宅の耐震診断・耐震補強の促進については、木造住宅の倒壊の危険性を少なくできるよう無料

耐震診断、耐震補強設計補助、耐震補強工事補助などの制度を設けて、木造住宅の耐震改修を促してき

ました。今後はさらに、伊賀市耐震改修促進計画に基づき、倒壊の危険性の高い木造住宅の改善を図る

ための普及啓発、耐震診断及び耐震補強の補助制度の周知に努め、自発な耐震化への取組を促していく

必要があります。 

 

 市営住宅の建替・改善事業の推進については、耐震性の確認を済ませていない住棟の診断を早期に済

ませる必要があります。また、多くの市営住宅では老朽化が進んでいるため、伊賀市公営住宅等長寿命

化計画に基づく、今後の建替・改善事業につなげるために、入居者への周知に努めると共に、移り住み

の団地の希望を聴取するなど、世帯の状況の把握に取り組んでいきます。 
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《交通》 

 市内幹線道路・生活道路の整備では、社会資本整備総合交付金を活用して、ゆめが丘摺見線や西明寺

緑ヶ丘線・伊勢路とがの奥鹿野線などの幹線道路の整備を進め、地域交流や産業の活性化を図ることと

しています。 

 地域住民の生活道路については、公共施設等へのアクセス道路の整備や、緊急車両の通行の支障とな

る狭隘な箇所の改良を進めると共に、適切な維持管理に努めることとしています。この結果、2015（平

成 27）年度末時点の市道改良率は、26.66%となりました。 

 

 道路環境の維持向上では、通行車両の大型化や経年劣化により舗装修繕の必要路線が増えており、市

民の日常生活に影響が大きい幹線道路について、防災・安全交付金を利用し、舗装修繕事業を重点的に

取り組むこととしています。 

 また、市が管理する 1,710 橋の橋梁については、今後 20 年以内に建設後 50 年を経過する橋梁が全

体の 75％にのぼることから、点検・修繕等の保全対策を行い橋梁の長寿命化を図ることとしています。 

  

 今後も、引続き効率的な舗装修繕や橋梁修繕を実施し、道路利用者の安全かつ円滑な交通を確保する

と共に、幹線道路や生活道路の整備を行う必要があります。 

 

 バスや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による利用者

の減少が続いていることなど、公共交通を取り巻く厳しい環境に対応するため、市全体の総合的な交通

体系として地域のニーズに合った持続可能な公共交通ネットワークの構築に向けた施策を推進する必

要があります。 

2015（平成 27）年８月に、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき伊賀市地域公共交

通網形成計画を策定し、伊賀線公有民営化や地域運行型バスの導入ガイドライン作成、利用促進を誘導

する施策など同計画に基づく事業を、引き続き市民や自治組織、各種団体、交通事業者と共に取り組む

こととしています。 

 

伊賀市が運行を委託する廃止代替バスや行政サービス巡回車などは、利用者ニーズを踏まえた運行改

善等に取り組む必要があります。 

このため、2015（平成 27）年度に実施した伊賀市地域公共交通再編基礎調査に基づき、市民の主体

的な取組となるよう地域運行型バスガイドラインの策定やバス路線の見直し案を作成し、より少ないコ

ストで効果的な輸送サービスを行うことで路線の維持存続を図ることとしています。 

 

伊賀線の活性化及び再生は、将来の伊賀市のまちづくりに欠かせないインフラとして、市民や自治組

織、企業、各種団体等がそれぞれの役割を認識し、維持存続に向けて連携した取組を進めていく必要が

あります。 

2017（平成 29）年度から公有民営方式に移行するため、これまでのスキームにおける現状や課題を分
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析し、鉄道事業再構築実施計画を策定し、同計画に基づき経費の削減や利用促進策等に事業を積極的に

進めていくこととしています。 

 

関西本線や草津線の近代化整備については、長期間にわたり鉄道事業者へ要望を行ってきましたが、

利用者の減少が続く中で新たな設備投資による整備は困難な状況であり、沿線地域を含めて線区の活性

化に繋げるための利用促進策を推進する必要があります。 

抜本的な利便性の向上を鉄道事業者へ引き続き要望すると共に、近年のインバンウドの増加に対応す

るための多言語案内誘導サインの整備や要望の高い駅トイレの改修など、具体的な鉄道施設の改善を鉄

道事業者と共に進め、利用者増に繋がる取組を進めることとしています。 

 

《人権・男女共同参画》 

  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 については、伊賀市における部落差別を

はじめとするあらゆる差別の撤廃に関する条例により、人権施策総合計画を策定し、部落差別をはじめ

様々な人権課題の解決に取り組んでいます。 

 2016（平成 28）年度から、多様性を尊重するまちづくりとして、性的マイノリティへのパートナー

シップ宣誓に係る制度を開始します。 

  

講演会や地区別懇談会等により、人権啓発を推進し、様々な人権問題を自分ごととして捉えられるよ

う、市民一人ひとりの意識の向上に努めていますが、依然として、差別事象が発生しているのが現状で

す。2015（平成 27）年実施の市民意識調査では、差別は人として恥ずべき行為であるという認識はほ

とんどの市民が持っているにも関らず、自分ごととして捉えたり、相手の立場にたって物事を考えたり

行動することができる市民の割合がそれほど多くないことが明らかになりました。 

 社会の中で差別をなくし、互いの人権が尊重されるまちづくりを進めるため、今後も継続して企業や

地域の住民自治協議会等を通じての、研修会参加の促進、啓発の手法の見直し等により、若者から高齢

者までの幅広い年齢層への啓発が必要です。 

  

女性がより一層活躍できる男女共同参画のまちづくりに関しては、伊賀市男女共同参画基本計画を策

定し、男女共同参画社会の実現に向け取り組んでいますが、審議会や地域活動における意思決定機関へ

の女性の登用率は伸び悩んでいます。  

 2014（平成 26）年実施の意識調査では、固定的性別役割分担意識は薄れつつありますが、実際には

家事・育児・介護の多くを女性が分担している状況が伺えます。また、子どもができても職業を持ち続

けることを望む「継続型」の割合が、「再就職型」を上回り、女性の働き方についての意識に変化が見

られます。 

 こうした中、女性が職業生活で力を発揮できるよう、仕事と家庭生活等を両立するための支援が不可

欠です。また、施策、方針決定の場では、男性優遇観が根深く残っており、女性のエンパワーメントや

女性の参画を受け入れる環境づくりが必要です。  
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《教育》 

 2015（平成 27）年 4 月、地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正施行され、市長と教育委

員会の連携による「総合教育会議」の設置と全市的に取り組む教育の方針として「教育大綱」が策定さ

れました。教育大綱では、「一人ひとりが輝くこと」を教育理念として掲げ、「人権尊重の精神を培う教

育」、「生きる力を培う教育」、「郷土愛と主権者の自覚を培う教育」、「心豊かな人を育む教育」、「芸術・

文化、文化遺産継承の推進」が理念実現のための基本方針として定められました。 

  

2015（平成 27）年度の全国学力・学習状況調査において、小学校においては平均正答率で全国比を

上回るなど、小・中学校ともに国語・算数（数学）において、昨年度より改善がみられました。これは、

過去の分析結果を基にした指導方法の改善や教職員の資質向上に向けた取組の成果と考えられ、今後も、

家庭、地域とも連携しながら、児童・生徒の確かな学力の定着に向けた取組を進めます。 

 

 学校環境整備では、校区再編による学校統合により、2016（平成 28）年度は、2013（平成 25）年

度より４小少ない 21 小学校（休校中除く）となり、複式学級の解消に向け取り組んでいます。また、

施設整備では、2016（平成 28）年度中に、小中学校の校舎及び屋内運動場の耐震化工事を全て完了す

るほか、普通教室の空調整備校は、80％に達する見込みです。今後も、新しい小学校給食センターの建

設を進めるなど、適正な学校規模や、安全・安心で快適な学校環境の整備を進めます。 

 

 地域の持続的発展のためには、主体的に、かつ連携意識を持って社会の形成に参加する人材を育むこ

とが大切です。このためには、子どもの頃からの郷土教育や主権者教育、社会人となってからも互助・

共助の姿勢や地域づくりを学ぶ生涯学習の充実が必要です。そのため、生涯学習大学などによる学習機

会の提供や主体的な学習空間として、多年代が交流できる新しい図書館の整備も必要です。 
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  《文化・地域づくり》 

 文化の違いを尊重し、多文化が共生するまちづくりについては、外国人住民の定住化が進むなか、互

いの違いを認め合い、外国人住民が地域の一員として参画できるよう、相談体制の充実を図り、多文化

理解講座やサポーターの養成などを行いました。 

 2016（平成 28）年度には交流や情報発信の拠点となる「多文化共生センター」を設置し、多文化が

共生するまちづくりを推進します。 

 

豊かな感性を育む文化・芸術意識の高揚については、文化芸術にふれる機会や発表する機会を通じて、

参加者や多くの市民が楽しく交流でき、担い手の育成につながる文化振興事業となるよう、市民美術展

覧会や市民文化祭を開催してきました。文化活動の裾野の拡大に一定の成果がありましたが、文化芸術

活動に参加する人たちに世代や地域の隔たりがあることなどから、実施方法の改善に取り組む必要があ

ります。 

2015（平成 27）年に市民美術展覧会や市民文化祭について、これまでの事業推進運営方法を見直す

ため、文化芸術活動を主体的に行っている（公財）伊賀市文化都市協会との連携、協力のあり方を模索

しました。そして、運営の専門性や継続性に配慮し、実施効果を高める見直しを行い、出品意欲を掻き

立てるよう魅力の向上と更なる参加者の裾野の拡大が図れる取組を進めることとしています。 

 

市民の文化芸術活動の拠点となる施設については、市民の文化芸術発信拠点として活用を図ると共に、

稼働率の向上と維持管理経費の削減のため、機能の集約化について所属関係部署と連携して更なる検討

を進める必要があります。 

指定管理者による適切な施設管理を含め、更なる文化芸術の振興につながる各種の自主事業の展開と

公共施設最適化計画に基づき、施設の利用特性や機能、経済性等を踏まえ引き続き適切な運営方法の検

討を進めることとしています。 

 

芭蕉翁を核とした地域づくりの継承については、松尾芭蕉生誕地として、過去から連綿と続けられて

きた顕彰の取組を絶やすことなく、継承する取組を進めていますが、生誕地としての認知や顕彰への取

組に対する情報発信をさらに進める必要があります。 

芭蕉顕彰の拠点となっている芭蕉翁記念館については、組織の活性化や利用者の増大など管理運営上

の課題解決を図る必要があります。また、新芭蕉翁記念館の整備計画は、附属機関を設置して事業計画

の策定や整備候補地の再検討を行いましたが、関連する施設整備計画により進捗が滞っていることから、

整合性を図った上で進める必要があります。 

芭蕉翁顕彰を生誕地の責務として市民自らが知り、学ぶ機会を通じて積極的に参加できる顕彰事業を

今後も継承するとともに、俳句・俳諧と松尾芭蕉の精神世界についての情報発信を進めていくこととし

ています。 

現芭蕉翁記念館での新たな管理運営方法の導入を進め、顕彰団体と市との役割の明確化を図ると共に、

伊賀市の賑わいづくりに貢献できる新芭蕉翁記念館の整備計画を進めることとしています。 
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誰もが気軽に楽しめるスポーツの振興については、多様なニーズに応えるため、各種スポーツ大会の

充実、スポーツ推進員による地域スポーツ活動などを通して市民が参加しやすい体制を整える必要があ

ります。また、市内に複数あるテニスコートやグランドなどのスポーツ施設の整備については、公共施

設最適化方針に基づき、機能分類ごとに今後のあり方を引き続き検討する必要があります。 

スポーツ団体やスポーツ推進委員、地域住民の協力のもと、引き続き各種スポーツ大会等を開催し、

市民参加の増大を図るとともに、東京オリンピック・パラリンピックや三重国体などスポーツに寄せる

関心が一層高まる契機を捉え、地域スポーツの充実を進めていくこととしています。既存スポーツ施設

の統廃合を進めるため、利用者や地域住民の意見を踏まえ、体育施設管理者やスポーツ推進審議会で引

き続き検討を進めていくこととしています。 

 

地域活動や地域産業などの担い手が育ち、活躍するまちづくりについては、2014（平成 26）年度か

ら市民活動支援センターを指定管理者が運営管理していることから、指定管理者としての専門的な知識

や技術、ネットワークを活かした市民活動の支援を行う必要があります。また、地域の人材育成の促進

については、地域独自の課題解決に向け、移住交流の観点から市外からの新たな人材を活用した取組を

進める必要があります。 

市民活動支援センターの総合的窓口支援の充実を図り、他の市民活動を支援する団体との連携や中間

支援団体の設立に向けた取組を進めることとしています。移住・交流事業等を促進するために、2016

（平成 28）年度から移住・交流推進員（移住コンシェルジュ）を配置し、移住定住を希望する人への

情報発信、課題に対する相談や地域との連携した事業などに取り組むと共に、地域課題の解決と新たな

人材育成を図るために地域おこし協力隊員を活用した取組を進めることとしています。 

 

地域活動や市民活動が活発なまちづくりについては、住民自治協議会の活動が地域の創意・工夫によ

り活性化するために、財政的な支援として交付している地域包括交付金について、人件費や人材育成の

ための研修などの経費を見込んだ改正を行いました。また、自治センター化の体制づくりについては、

市民が身近に住民自治に基づく地域の活性化を進めるために住民自治協議会が主体的に活動すること

や住民自治協議会の必要性などを理解できるような取組に加え、具体的な検討を進める必要があります。 

住民自治協議会の地域まちづくり計画の見直しや進行管理の評価等の支援を含め、住民自治協議会の

自主自立に向けた体制づくり、人づくりに重点をおいた活動に繋がるよう、引き続き住民自治協議会を

対象とした研修会等を開催すると共に、指定管理者制度の導入に向けた具体的な検討を進めていくこと

としています。 

 

 

  


