
伊賀市産業振興条例（中間案）パブリックコメントの意見とその回答・対応

受付
番号 箇所 産業振興条例に関する意見 ご意見に対する回答・対応 ご意見の区分

1

伊賀でしか、味わえない、名物を考案する。六次産業で、ます、地域の、産業振興課、
雇用の創成を、一次の目標とする。アイテムは、米、酒、伊賀牛、伊賀焼を、メイン
ツールとし、新しいサブツールを、棚卸しを、行い、候補として位置付けする。例～玉
滝の小麦、以外の菜種油等。商品は、食品に、絞り、市内製造工場から、アイデアを、
検討する会議を、開催するが、商品コンセプトを策定するため、幅広い年齢、男女、職
業、勤務地から。20人程選出しておく。今までの、忍者や、伊賀越、古琵琶湖等の、イ
メージを、払拭する、新たなアプローチで、おこなう。

本条例は行政の基本的な考え方や姿勢を示した理念条例ですので、全体
的な統一感を持たせるため、具体的な施策など細かくは記述していませ
んが、今後、作成予定の解説書には、具体例なども入れていきたいと考
えています。

施策実施の際に参考とさせてい
ただく意見

2 全体
ごくごく抽象的であり基本的なことの記載はあると思いますが、ではこれを定める目的
の具体化したイメージ・感覚は伝わりづらい気がします。

本条例は行政の基本的な考え方や姿勢を示した理念条例ですので、全体
的な統一感を持たせるため、具体的な施策など細かくは記述していませ
んが、今後、作成予定の解説書には、具体例なども入れていきたいと考
えています。

意見としてお聞きしておく意見

3 第15条　２

地元を愛し　誇りに思う気持ちを育むことが
若者が地元に帰ってくるのに必要な事だと思う
また、外国人が多く住むこの地域にとって、伊賀市をより深く理解することにつとめて
もらうことが必要と思う

地域を理解いただく事業として、市内での物産展などを行ってきまし
た。
引き続き、事業を通して地域を理解いただくよう進めていきます。

意見としてお聞きしておく意見

4

読みましたが、協力するばかりで「そうですね」としか思えませんでした。条例だから
こんなもんなのかなと納得しました。
わざわざ条例にしないとお互い協力出来ない関係性なんですかね？そんなに大きな街で
もないのに？
と、思いました。
批判したいわけではありません。
頑張ってる方がいるんだろうとも思っています。
協力して少しでもいい街にして欲しいですし、私も協力出来ることがあるならしたいで
す。
将来的に伊賀市が無くならないように願っています。

本条例は、基本理念や方針、それぞれの主体の責務と役割などを明らか
にし、市や事業者、市民などが心を一にして協働で、伊賀市の将来を支
える産業を力強く振興していくことにより、活力のある地域社会の実現
を目指すものです。

意見としてお聞きしておく意見

5
18条と全体的
で、どの条数か
言えない。

それぞれの者達が推進していく、とあるが事業者達は自身の事業に向き合って進んでい
ると思われる。市は支援するものとすると言ってるが、どのような支援をするのか具体
的に記してほしい。
18条、もう少し具体的に記してほしい。

本条例は行政の基本的な考え方や姿勢を示した理念条例ですので、全体
的な統一感を持たせるため、具体的な施策など細かくは記述していませ
んが、今後、作成予定の解説書には、具体例なども入れていきたいと考
えています。

意見としてお聞きしておく意見

6 第17条
意見交換の場に「産業振興に関して識見を有する有識者」を含めてください。政策の評
価とブラッシュアップのために、またファシリテーター的な位置づけとしても、行政と
事業者等だけではなく、外部有識者の視点が必要であると考えます。

意見交換の場が有意義なものになるよう、専門性や地域性、分野などい
ろいろなことを考慮してメンバー構成などを検討していきます。

施策実施の際に参考とさせてい
ただく意見

－ 1 －



受付
番号 箇所 産業振興条例に関する意見 ご意見に対する回答・対応 ご意見の区分

7 第２条（８）
産業関係団体に留まらず、の詳細記載が必要。例えば、協同組合、協業組合や工業団地
の連絡協議会、その他の団体も明記すべきである。

「観光協会その他市内において経済活動又は地域産業の振興を行う団体
等」に含まれます。

記載済みの内容に対する意見

8
第３条
第２項（２）

事業環境の整備を図ること。この部分に具体的な例が引用されていない、例えば、〇〇
○、〇〇○など、事業環境の整備、、、、とすべきである。

本条例は行政の基本的な考え方や姿勢を示した理念条例ですので、全体
的な統一感を持たせるため、具体的な施策など細かくは記述していませ
んが、今後、作成予定の解説書には、具体例なども入れていきたいと考
えています。

施策実施の際に参考とさせてい
ただく意見

9
第３条
第２項（６）

商業→商工業

ご意見により一部修文します。

⑹　日常生活を支える地域密着型商業の定着及び地域の商業の魅力の向
上を図ること。
　　　　　　　　　　　　　↓
⑹　日常生活を支える地域密着型商工業の定着及び地域の商工業の魅力
の向上を図ること。

反映した意見

10
第４条
第３項

大企業が忘れられている。例えば、市は、域内企業等の支援、、、、。

ご意見により一部修文します。

３　市は、中小企業者等の支援に努めるほか、新規産業の創出や企業誘
致などにより雇用の拡大を図るものとする。
　　　　　　　　　　　　　↓
３　市は、事業者の支援に努めるほか、新規産業の創出や企業誘致など
により雇用の拡大を図るものとする。

反映した意見

11
第４条
第４項

ここがポイント！
事業者の取り扱う物品の中で、域内で生産された物品等を別に定めるところにより、伊
賀産製品と位置付け、受注機会の拡大を図るものとする。

※取り扱いの物品、工事、役務は別の入札制度で一定の補償がされているが、伊賀域内
で生産された物品の優先購入は保証されていない。

地域産業の受注機会の拡大に向けた取り組みは重要であり、現在も学校
給食での地元食材の使用や、地域ブランドの育成、販路の拡大などに取
り組んでいます。

施策実施の際に参考とさせてい
ただく意見

12
第３条の２
（１）など

今までもそれぞれの産業分野でその時代の情勢に合わせ対応してきたと思います　それ
でもその対応が必ず良かったかどうか検証してきたのだろうか　自己満足でおわつてい
なかっただろうか　努力してきたからそれで良かったで終わっていないだろうか　第三
者の反応をみたのだろうか　また、モノづくりのPDCAを適正に回せていたのか　その場
しのぎの場当たり的な施策とも思われがち　先を見据えた対応ではなかったのでは　半
世紀前伊賀はサッカーで盛り上がっていた時代があった　いつの間にか縁遠い地域と
なっている　まさかサッカーで地域起こしができるとわ思わなかったでしょう　幅広い
産業分野で取り組みも必要だと思いますが一挙集中型もいいのかな　二頭三頭追うもの
一頭も得られずですかね　保守的な地域には建設的な意見を積極的に受け入れ風土を変
えない限り伊賀の未来はない　こんな例もあります　和菓子で寒天に気泡が入ると今ま
では商品にならない　しかしわざと気泡を入れ商品価値を見い出し成功している事例が
ある事を付け加えさせていただきます

第５条の事業者の役割の中の、「自らの事業の強化、安定及び経営の改
革に努めるとともに、社会経済情勢の変化に即応し、新しい技術の導入
及び情報通信技術を活用した経営革新に努め」と記述しています。
さらに、産業振興に関する取り組みについて、市民や事業者と意見を交
換する場を設けることとしており、その中で検証していきます。

記載済みの内容に対する意見

－ 2 －



受付
番号 箇所 産業振興条例に関する意見 ご意見に対する回答・対応 ご意見の区分

13 第４条の2

あらゆる産業の基盤であり、市民生活の向上・防災において、道路の管理は重要である
と思いますが、近年、大型車両の増加や交通量の増加で停止線が消えていたり、破損し
たままの道路が増えているように思います。
管轄の所在や、市が広域で財政上の問題もあると思いますが、管理が間に合わず、交通
量のやや少ない道路はコンクリート舗装化も検討してみてはいかがでしょうか。
また自転車事故や交通の妨げになりやすい場所には自転車道の整備も検討していただき
たいです。

道路は、あらゆる産業の基盤であり、市民生活の維持・向上・防災にお
いて、その適正な管理は極めて重要であると考えます。ご意見は、道路
担当部局に共有させていただきます。

施策実施の際に参考とさせてい
ただく意見

14 第２条

前文に交通のことが書かれているが、事業者に交通事業を営むものを特記してはどう
か？商業者、観光事業者に該当するとは思われるが、伊賀市独自の課題や特色を盛り込
むことを目標にしているのなら、広大で複雑な地形の伊賀市は交通事業者の役割は産業
振興のために重要であると思う。

前文では産業振興を支える交通基盤整備の重要性を記述しているもので
す。
交通事業者はご意見のとおり市内の重要なインフラを支える事業者で
す。
観光や商工業を支える物流や交通事業者の役割は産業振興のために重要
であると認識していますが、本条例においては商業及び観光事業者に含
まれます。

施策実施の際に参考とさせてい
ただく意見

15

第２条事業者
（12）及び第14
条教育機関等の
役割

教育機関は学校教育法第1条の教育機関と説明されているが、社会教育や生涯学習を進め
るハイトピアのような公共施設やまちかど博物館や伊賀市文化会館などの社会教育施設
（公的な施設）も伊賀市には数多く存在し、地域産業を支える人材や各種技能を有する
人材育成の一翼を担っているのではないか。いわゆる「一条校」に限ることは不十分で
あると思う。

人材育成については、第３条第２項第３号で記述していますが、これは
同条第１項で「市、事業者、産業関係団体、教育機関等及び市民がそれ
ぞれの責務及び役割を果たしながら、相互の理解と協力の下、協働によ
り推進する」と規定しており、社会教育団体なども含まれます。

記載済みの内容に対する意見

16 前文

産業振興についての基本理念や方向性、産業振興に関わる者の役割などを明らかにする
ことにより、地域で循環する経済の構築、地域経済の健全な発展並びに産業基盤の安定
及び強化を図り、結果、市民生活の安定向上に寄与する、と条例の目的を規定している
が、その目的をよりわかりやすく市民に理解してもらうため、本条例がもたらす効果と
しての内容を具体的に記述する一文を前文に盛り込むことができないか。
例えば、「産業振興により市内の既存産業が活性化するとともに、雇用機会の拡大や市
民所得の向上、それに伴う税収増などといった経済的効果が見込まれます。また、定
住・移住者の増加、地域活力、地域文化価値の向上といった社会的効果も期待できま
す。」など。

本条例を広く市民の皆様にご理解いただくことは極めて重要であると考
えます。本条例を広く周知していくにあたりご意見をいただいた産業振
興の必要性や効果についても、しっかりと説明させていただきたいと考
えています。

施策実施の際に参考とさせてい
ただく意見

17
（定義）第２条
（8）産業関係団
体

産学官連携地域産業創造センター「ゆめテクノ伊賀」を運営する（公財）伊賀市文化都
市協会は、「産業関係団体」として定義される「地域産業の振興を行う団体」に含まれ
るという認識でよいか。市との協定により設置した（公財）伊賀市文化都市協会の産学
官連携地域産業創造センター「ゆめテクノ伊賀」（以下「ゆめテクノ伊賀」と表記）で
は、市・三重大学と連携・協力に関する覚書を締結し、共同研究施設の管理運営、産学
官連携活動による地域産業の振興や、地域課題の解決に向けた地域産業人材等の育成を
担っている。具体的には、市総合計画のとおり、ゆめテクノ伊賀と三重大学伊賀サテラ
イト伊賀研究拠点が核となり、施設の運営を通じ環境・食・文化等に関する地域産業の
振興に資する産学官連携活動事業を行い、創造性豊かで潤いと活力に満ちた地域社会の
健全な発展に寄与している。今後も条例に掲げる基本的な指針に沿って市の施策の実行
組織として、産業によるまちづくりを活性化させていきたいと考える。施設の有する３
つの機能 ①研究開発機能 ②起業家育成機能③人材育成機能を活用し産業振興に取り組
んでいることを事業者、市民に理解を深めるよう努めたい。

「ゆめテクノ伊賀」は①共同研究施設の管理運営、②産学官連携活動に
よる地域産業の振興、③地域課題の解決に向けた地域産業人材等の育成
の３つの機能を有しており、条例における産業関係団体と教育機関等の
役割を担っていただいていると認識しています。
産業振興を進めていく上でしっかりと連携して取り組んでいきたいと考
えています。

意見としてお聞きしておく意見

－ 3 －



受付
番号 箇所 産業振興条例に関する意見 ご意見に対する回答・対応 ご意見の区分

18
（基本理念及び
基本方針）第３
条第1項

「産業の振興は、事業者の創意工夫、自助努力及び法令遵守を基本とし」とあるが、事
業者の創意工夫、自助努力は尊重されることが前提であるべきと考える。事業者の創意
工夫、自助努力を尊重する意味合いの文言を追加できないか。
また、「市民の理解と協力の下、協働により推進するものとする。」とあるが、市民だ
けでなく、事業者、産業関係団体、教育機関等もそれぞれの役割の重要性を理解したう
えでの協働であると考える。基本理念の内容をより分かりやすい文章にされたい。

ご意見により一部修文します。

第３条　産業の振興は、事業者の創意工夫、自助努力及び法令遵守を基
本とし、市、事業者、産業関係団体、教育機関等及び市民がそれぞれの
責務及び役割を果たしながら、市民の理解と協力の下、協働により推進
するものとする。
　　　　　　　　　　　↓
第３条　産業の振興は、事業者の創意工夫及び自助努力を基本とし、
市、事業者、産業関係団体、教育機関等及び市民がそれぞれの責務及び
役割を果たしながら、相互の理解と協力の下、協働により推進するもの
とする。

反映した意見

19
（市の責務）第
４条第１項及び
第２項

（市の責務）第４条１項及び２項にある施策は、市の総合計画の基本計画の産業・交流
分野の施策を指し、定例的な施策評価プロセス等を経て公表していく予定か。また施策
の実施に当たり、連携・協働する場合、施策の共有が必要となると考えるが、各協働主
体と施策情報の共有を図ると解してよいか。
関連として、本条例はコロナ禍など時代背景が大きく変わる中で制定されるものであ
る。それゆえ長期的に施策の継続性を担保し、市民の理解・協力を深化させていくため
にも、理念条例とされた経緯は一定理解する。しかし理念のみでは実効性に欠けること
から、具体的に推進していくために必要なビジョンやプランを策定する予定はないの
か。また、時代の流れとしてＳＤＧｓや産業振興に係るＤＸの推進とその活用は条例全
般に網羅されていると解釈している。しかし新たなイノベーションは、企業努力、経営
や企業文化の変革にも及ぶとされるため、条例を基に施策需要への対応を期待するとこ
ろである。そこで、策定時の市の庁内会議では、デジタル自治推進局において、産業振
興に係る役割として、産業界のＤＸ推進に関しどのような配慮や方向性を条文に反映さ
せたのか。

SDGsや産業振興にかかる事業者や行政の対応は大事であり、第３条第２
項の基本方針の第１号で記述の「情報通信技術やそれを活用した経営革
新」でDXを表しています。また、同条第3号ではＤＸに対応できる人材
の育成についても記述しています。

施策実施の際に参考とさせてい
ただく意見

20
（市の責務）第
４条第３項

（市の責務）第４条第３項には、中小企業者等の支援、雇用の拡大を図るとあるが、市
の現施策として進めている起業・創業等の支援についての記述を追加されたい。（産業
関係団体の役割）第14条とも関連するが、具体的根拠として、「ゆめテクノ伊賀」で
は、市と連携し起業家育成（インキュベーション機能）及び三重大学伊賀サテライト伊
賀研究拠点の共同研究機能による産学官連携での創業支援を行っている。人の誘致（Ｕ
ＩＪターン、移住者など）と定着において選択肢として起業・創業がある。起業・創業
支援を各団体が連携することにより複合的、効率的なサポート体制で、利便性を向上さ
せ、高いコンサルティング力を有したワンストップのビジネスサポートの実施に努める
必要があり、その支援体制に「伊賀流創業応援忍者隊」をもって、新たな起業家のス
タートアップに適した伊賀地域であることをアピールされたい。「ゆめテクノ伊賀」で
は、ビジネスインキュベーション室入居者を募集し創業希望者・創業者に対しこの仕組
みによって支援を行い、これまで24社のインキュベート実績がある。本条例を基に産業
の次世代を担う人材育成及び定着に係る支援の増強を期待する。

新規産業育成や創業・起業支援については、大変重要なことと理解して
おりますので、第３条第２項第１号で「新たな産業や新たな技術の創出
を促進し、」とあり、第４条第３項でも「市は、事業者の支援に努める
ほか、新規産業の創出や企業誘致などにより雇用の拡大を図る」と創
業・起業について記述しています。

記載済みの内容に対する意見

21
（市の責務）第
４条

（市の責務）第4条に「市は、産学官連携活動を強化し、新産業の展開をめざす企業等の
支援に努めるものとする。」を追記されたい。
＊条例を基に、事業者の創意工夫及び自主的な経営努力による活動を前提として、市に
おいて産業界の課題や地域課題において大学のシーズとのマッチングを促進し、「ゆめ
テクノ伊賀」の機能の有効活用を図るための推進力を高めたい。

新規産業育成や創業・起業支援については、大変重要なことと理解して
おりますので、第３条第２項第１号で「新たな産業や新たな技術の創出
を促進し、」とあり、第４条第３項でも「市は、事業者の支援に努める
ほか、新規産業の創出や企業誘致などにより雇用の拡大を図る」と創
業・起業について記述しています。

記載済みの内容に対する意見

－ 4 －



受付
番号 箇所 産業振興条例に関する意見 ご意見に対する回答・対応 ご意見の区分

22 全体

総じて、条文中には、各事業者が連携・協力・協働による産業の振興を推進するとされ
ているが、具体的に産学官連携活動の推進とは明記されていない。産学官連携活動につ
いての市民の理解を深め、伊賀市の強みとして本条例に盛り込むことは考えられない
か。
根拠としては、三重大学伊賀サテライト伊賀研究拠点との連携があることを地域の特性
として活かされるよう基本方針に挙げていただきたい。それらを活用し新たな製品サー
ビスを生み出すことで産業育成と地域経済の振興を図るとともに競争優位性を持つ新た
な産業集積が進むものと考える。
また、産業振興について市民の関心、理解を深め、市民の役割を果たしてもらうには、
事業者は地域貢献を含め市民との関わりを深めるためにも、産業関係団体との連携を通
じた活動は有効であると考える。

産業振興を図るうえで産学官の連携は極めて重要であり、条例の基本方
針を定める第３条第２項第４号において「市、事業者、産業関係団体、
教育機関等が互いに連携し、及び協働して取り組む研究開発の推進並び
にその成果の普及を図ること」と記述しています。

記載済みの内容に対する意見

23
（事業者の役
割） 第５条第５
項

「５　事業者は、市、産業関係団体及び教育機関等と連携し、協力し、並びに協働して
研究開発に取り組み、競争力の強化に努めるものとする。」について、本条例において
連携する市、産業関係団体及び教育機関等に関し、具体的に想定される団体・機関は、
（公財）伊賀市文化都市協会が運営管理する産学官連携地域産業創造センター「ゆめテ
クノ伊賀」と施設内にある「三重大学伊賀サテライト伊賀研究拠点」であり、産学官連
携活動により本条例を推進するものであるとの認識してよいか。それらを確認する中で
市内産業の競争力の強化に努めたいと考える。

現在も三重大学を核とした連携のほか、高等学校等と企業との連携もあ
り、将来に向けてこのような取り組みを行っていきたいと考えます。

意見としてお聞きしておく意見

24
（農林業者等の
役割）第８条第
１項

農林業者等は供給、情報発信に留まらず、地域内での消費循環を促し、シビックプライ
ドにつなげる必要があると考える。ついては、次の主旨の条文を追加してはどうか。
「また、それらを市民が愛着を持って消費し、又は利用することを通じてその需要を図
るとともに地域が培ってきた生活文化への市民の理解を深めるよう努めるものとす
る。」など

ご意見いただいた内容は全ての事業者に通じるものであり、第５条の事
業者の役割の中で記述しています。

記載済みの内容に対する意見

25
（伝統的な地場
産業者の役割）
第10条第1項

地場産業の継承について、市としても伝統産業を維持していこうとするのであれば、そ
の伝統的な地場産業者の実情に合わせた上で、市や産業関係団体と連携して取り組む方
向性を条文に盛り込むべきではないか。市民のシビックプライドや若者により伝統産業
を継承する選択肢としての幅を広げることになると考える。
また、伝統的な地場産業者は現に産業関係団体の事業に協力されており、今後も産業の
次世代を担う地域人材を育成する方向で、産業関係団体との連携・協力及び協働に努め
ることを条文化されてはどうか。（産業関係団体の役割）第12条関連
具体的には、「ゆめテクノ伊賀」では、「三重大学伊賀サテライト伊賀研究拠点」とと
もに伝統的な地場産業者との連携・協力により市の産業への関心を深める機会を創出し
つつ、将来地域で活躍できる人材育成事業を展開している。

ご意見いただいた内容は全ての事業者に通じるものであり、第５条の事
業者の役割の中で記述しています。

記載済みの内容に対する意見

－ 5 －



受付
番号 箇所 産業振興条例に関する意見 ご意見に対する回答・対応 ご意見の区分

26
（伝統的な地場
産業者の役割）
第10条第２項

「創業の支援」については、伊賀流創業応援忍者隊の起業サポート機能を活発化させる
とともに、市を含む関係機関が連携し、複合的な創業支援の役割を果たせるよう努める
必要がある。本条例においてもこの役割を含めているとの認識でよいか。
既存の産業の振興に貢献する事業に加え、新たな事業者を参入させる土壌を整備し、新
たな産業を担う多様な人材確保のため、起業家を支援することも条例により施策が担保
され、市及び関係団体との起業家支援の連携強化を図り役割を果たしたいと考える。

新規産業育成や創業・起業支援については、大変重要であり、第３条第
２項第１号で「新たな産業や新たな技術の創出を促進」するとともに、
第４条第３項で「市は、事業者の支援に努めるほか、新規産業の創出や
企業誘致などにより雇用の拡大を図る」とするなど創業・起業について
記述しています。

記載済みの内容に対する意見

27
（大企業者の役
割）第13条

地域の大企業が地域の中小企業を支援するＣＳＲ型（企業の社会貢献活動）を推進する
という理解でよいか。

第13条の大企業の役割で中小企業への「発注機会の拡大及び事業活動の
推進に連携し、及び協力するとともに、市及び産業関係団体等が実施す
る地域産業の振興施策への貢献に努める」と記述しています。

意見としてお聞きしておく意見

28
（教育機関等の
役割）第14条第
１項

児童・生徒・学生・保護者を含め、市内企業を知る機会の提供により、早いタイミング
で市内企業に興味を持たせ将来的に地元定着を図ることや、市内企業との結びつきの強
化が必要である。教育の中で地域産業への関心や、インターンシップによる地元企業等
に対する興味を喚起し、個々の進路を尊重しつつ、市内企業への就職が選択肢となるよ
うな取り組みが重要な役割を持つと考える。条例を基に、市、事業者及び産業関係団体
との連携、協働による地域の産業で活躍できる人材の育成に対する支援は、市の責務に
含まれていると解してよいか。

ご意見いただいた内容は全ての主体に通じるものであり、第３条の基本
理念及び基本方針で記述しています。

記載済みの内容に対する意見

29
（市民の役割）
第15条第２項

市民は消費者としての役割が包括されているという理解でよいか。
ご意見いただいた内容は全ての主体に通じるものであり、それぞれの役
割の中で記述しています。

記載済みの内容に対する意見

30
（市民の役割）
第15条第２項

消費者の役割も果たしながら、地域産業への理解、関心を深め一体的に協力していくと
いう意味で、個々の情報発信にも努めることを盛り込むことはできないか。市民や、本
条例の定義で事業者から外れる非営利団体やＮＰＯなどの発信力も想定し、市の広報活
動と連携もしつつＳＮＳ等を通じた発信など時代に即した可能性を有効に活用された
い。地域産品及び産業活動に携わる人たちを発信することなどで関心が高まれば、理解
が進むことが期待される。

第15条の市民の役割の中に理解と協力を求めており、その中に発信する
概念も含んでいます。

記載済みの内容に対する意見

－ 6 －



受付
番号 箇所 産業振興条例に関する意見 ご意見に対する回答・対応 ご意見の区分

31
（市民の役割）
第15条第２項

地域産業により生産・提供される地域産品等から、地域の産業を身近に感じることでシ
ビックプライドが育まれることに期待したい。「地域産品の愛用に努める」について
は、「愛着を持って積極的な利用等に努める」でよいのではないか。

また、市民の役割を促進するため、地域産品等を供給する側にも市民の意識を向上させ
るための役割を第8条、第10条に次のとおり追記してはどうか。
「また、それらを市民が愛着を持って消費し、又は利用することを通じてその需要を図
るとともに地域が培ってきた生活文化への市民の理解を深めるよう努めるものとす
る。」など

ご意見により一部修文します。

２　市民は、地域産業への関心と理解を深めるとともに、地域に愛着と
誇りを持ち、地産地消や地域産品の愛用に努めるものとする。
　　　　　　　　　　　　　↓
２　市民は、地域産業への関心と理解を深めるとともに、地域に愛着と
誇りを持ち、地産地消や地域産品の利用に努めるものとする。

反映した意見

32

（産業の振興に
関する意見交換
の場の設置）第
17条

三重県地域産業条例では、「各地域の特性に応じた産業の振興を地域別に効果的にかつ
計画的に推進するよう努めなければならない。」とされており、伊賀市の場合、意見交
換の場についても地域の特性に応じた設置であると思うが、専門的な会議の設置によら
ず「意見を交換する場」とされた経緯、市としての考えを示されたい。また、意見交換
の場とは具体的にはどのような形態での実施を想定しているのか。

理念条例のため、具体的な部分は要綱で対応されると思うが、意見交換の場での意見が
主に反映されることになるのか。広く産業界の意見を聴くための調査をきめ細かく実施
すべきではないか。

意見交換の場が有意義なものになるよう、専門性や地域性、分野などい
ろいろなことを考慮してメンバー構成などを検討していきます。

施策実施の際に参考とさせてい
ただく意見

33 全般

政策の評価・公表のしくみについて確認したい。
本条例を基に実施した政策を評価することにより、新たな課題の把握、改善へとつな
げ、事業者に有益な施策を講じ、もって市民生活の向上につながるものとしていただき
たい。

産業振興条例と他条例との関係について、特例や優位性などあれば示されたい。

本条例に基づく産業振興に関する取組については、第17条に定める事業
者、産業関係団体、教育機関等、市民との意見交換の場において成果を
詮議し改善に努めていきます。

施策実施の際に参考とさせてい
ただく意見

34 全般
市内在住・在勤の外国人や福祉マイノリティの人たちが条例を理解してもらえるよう機
会等の創出を含め配慮いただきたい。

広く周知することは大切なので工夫して取り組んでいきたいと考えま
す。

施策実施の際に参考とさせてい
ただく意見

35

国の産業競争力強化法における地域における創業支援スキームにおいて市町村による創
業支援事業が策定されました。そこで、伊賀市も創業支援事業計画の認定を申請して国
から認定を受けることができました。そこで「伊賀流創業応援忍者隊」により関係団体
の連携をさらに強化し、伊賀地域での複合的な創業支援を行うことを産業振興条例制定
を機に、 再度認識を新たにし創業・起業しやすいまちづくりに市も力をいれていただき
たい。とりあえず、伊賀流創業応援忍者隊の構成メンバーによる連携会議を開催して取
り組み方法を確認することから始めていきたい。三重県産業支援センターよろず支援拠
点も構成員としての責務を果たしていきたい。

新規産業育成や創業・起業支援については、大変重要であり、第３条第
２項第１号で「新たな産業や新たな技術の創出を促進」するとともに、
第４条第３項で「市は、事業者の支援に努めるほか、新規産業の創出や
企業誘致などにより雇用の拡大を図る」とするなど創業・起業について
記述しています。

記載済みの内容に対する意見

１１件 ３５意見

－ 7 －


