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中心市街地の再生に向けて　～認定基本計画の取り組み～連　載

株式会社まちづくり伊賀上野 専務取締役　秋葉　茂能

伊賀市中心市街地活性化基本計画
魅力コンテンツを深掘して発信し、伊賀上野ファンづくりに取り組む

 はじめに
伊賀市は三重県の北西部に位置し、周囲は京都・奈

良・滋賀の３府県に接するとともに、広域的には大阪か

ら 60km 圏内、名古屋から 80km 圏内と２大都市圏のほ

ぼ中央に位置しており、それぞれクルマで約１時間 30 分

の距離である。

伊賀市は、上野市、伊賀町、島ヶ原村、阿山町、大山

田村、青山町の６市町村の合併により平成 16 年 11 月 11

日に誕生し、人口は約９万９千人である（平成 24 年２月

時点）。

伊賀市中心市街地は、天正 13 年（1585 年）伊賀国に

20 万石で移封された筒井定次による上野城築城に始ま

り、その後藤堂高虎によって慶長 16 年（1611 年）、城の

南側に城下町が整備されたことに由来し、明治・大正・

昭和の時代には伊賀地域の中心地であった。

市街地には、江戸時代に構築された城下町の町割りが

戦災に遭わずそのまま残り、伝統的な風情のある佇まい

を今に伝え、小京都とも言われる。約 400 年の伝統を誇

る上野天神祭には、毎秋 15 万人余りの見物客が繰り出

し、町中熱気に包まれる。また、俳聖といわれる松尾芭

蕉翁の生誕地であり、芭蕉翁生家や芭蕉翁の真筆や多数

の文献を展示した芭蕉翁記念館がある。さらには伊賀流

忍者発祥の地として、忍術資料を誇る伊賀流忍者屋敷や

資料館、日本三大仇討の舞台となった鍵屋の辻史跡公園

などが点在している。

 先進的な事業展開
伊賀市中心市街地活性化基本計画は平成 20 年 11 月に

国の認定を受け、先行して設立された株式会社まちづく

り伊賀上野が、基本計画の主要な事業を推進している。

当社は、資本金 35,250 千円、株主 126 名（上野商工会議

所：34.0％・伊賀市：8.5％・その他市内商工業者等）によ

り平成 18 年 12 月に設立され、平成 19 年１月に発足した

伊賀市中心市街地活性化協議会の事務局を担っている。

当市では平成 18 年度に、経済産業省戦略的中心市街

地商業等活性化支援事業費補助金を活用した民間事業者

による「まちやガーデン伊賀・色々」の整備が進められ、

築 100 年以上の町家を再生した集客施設（イタリア料理

店、伊賀焼と手づくりガラスショップ等）が完成した。

このことは、伊賀の魅力コンテンツを活用した地域経済

再生のリーディング事業の役割を果たしその後の事業展

開に大きな影響を与えたといえる。

まちやガーデン伊賀・色々

そこで当社も、町家再生の動きに連動し、設立当初

より市街地内にある空き建物の調査を行い、町家情報バ

ンクを立ち上げ、物件を活用して事業をする企業家を募

集。平成 20 年度には、国の登録有形文化財である大正時

代の近代洋風建築を活用した「Café wakaya」を若手女

性経営者がオープンした。

Café�wakaya 外観
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Café�wakaya 内装
続いて平成 21 年度には、当社が建物所有者から土地

建物を借り受け改装し、テナントを誘致する町家再生テ

ナントミックス事業を実施し、現在「モクモクファーム」

が運営する「ハハトコ食堂」が入り、幅広い年代からの

集客に成功している。

ハハトコ食堂外観

 伊賀の魅力コンテンツは何か？

上記３つの先進的な事業展開にくわえて、伊賀市中心

市街地活性化基本計画の重点事業である「上野市駅前地

区第一種市街地再開発事業」が進められており、地上５

階建ての再開発ビル「ハイトピア伊賀」が平成 24 年２月

竣工する。再開発ビルには年間４万人以上の来館が予測

され、町家再生等の事業により新たな来街者が増えてき

ている。また上野公園（上野城跡、忍者博物館等がある）

には年間 20 万人が訪れているが、伊賀の魅力コンテン

ツを地域としてしっかりと伝える仕組みがまだまだ未成

熟である。そこで当社では、これまで忍者だけに頼って

きた地域広報 PR を転換し新たな展開を試みている。伊

賀地域には、上野城下町 400 年の歴史によって培われた

生活文化が蓄積されており、地域外の人はもちろん住ん

でいる市民までもが魅力と感じる素材がたくさん存在す

る。人口 10 万人未満の都市にも関わらず、今もなお元気

に経営する創業400年の老舗を筆頭に和菓子店が10店舗

以上あり、伊賀の人は伊賀牛しか食さないというほど牛

肉へのこだわりを持ち、その肉はコストパフォーマンス

が非常に優れ、ほとんど地域内で消費される。また伊賀

市内には８つの酒蔵が残っておりそれぞれ独自の日本酒

を醸造し、まちなかには５つの銭湯が今もなお毎日湯を

沸かしているなどなど驚く程の魅力素材で溢れている。

それらに加え松尾芭蕉翁生誕の地、忍者である。これら

市民が当たり前と感じている日常を、切り口を変えて表

現することで、市民にも来街者にも魅力コンテンツとし

て伝えるため、まずは季刊誌「daco（ダーコ・伊賀弁で

「〜して頂戴」という意味）」を発行し、地道に地域の魅

力発掘に取り組んでいるところである。

 

 

 

伊賀上野季刊誌「daco（ダーコ）」
ハイトピア伊賀イメージパース
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 地域経済再生の手法
これまでの地域経済再生はその場限りの対応策が目立

ち、根本的な解決になりにくいものが多いと感じる。人

の来なくなった商店街は、単発のイベントやシナリオの

無いまちのPRを行ったところで再生しないことは、これ

までの全国での取り組みでも明らかである。商店街がコ

ミュニティを支える担い手であるというが、まずは健全

に経営し富を蓄えられる町衆がいてこそ、コミュニティ

の担い手となり得る。コミュニティの担い手だから、そ

のために支援するというのでは本末転倒である。地域経

済を再生させることで、必然的にコミュニティの担い手

になるのである。つまり、担い手を育成し、地域経済を

抜本的に再生させていくためには、商業者自身が変わっ

ていくか、新しい企業家を受け容れるしか方法は無い。

しかし、中心市街地が新しい企業家を受け入れようと

しても、彼らにとってそこはハードルが高すぎる場所で

ある。特に衰退している地域で、ロードサイドに商業の

中心が移りつつある伊賀のような地域では中心市街地に

出店するメリットも少ない。そこで当社では、城下町の

魅力コンテンツと親和性があり、地域の担い手となり得

る企業家を発掘・育成するために、毎月決まった日（第

一土曜日）に定期市「タカラモノイチ」を開催している。

出店者はプロでも素人でも「こだわり・てづくり」をコ

ンセプトに、フリーマーケットとは一線を画した商品・

サービスを提供することが求められる。実店舗ではなく

市（いち）という仕組みでハードルを下げ、出店できる

環境をつくることで、新たな集客と担い手（どちらも伊

賀上野ファンとして）を集めている。どんな企業家が伊

賀の新しい魅力コンテンツになっていくのか、担い手に

なっていくのかは分からないが、多様性を認める環境を

つくり地域経済再生のイノベーションが生まれる素地を

つくるのが当社のねらいだ。現在、オーガニック食品、

台湾食材、似顔絵描き、カラーセラピー、伊勢の海産物、

手づくりのアクセサリー・雑貨・布小物、若手農業者な

ど多様な店舗が出店し、毎月来街するお客様とのやりと

りを楽しみつつ、新しい商品開発を行なっている。当社

としては次のステップとして彼らが実際に出店できるよ

うに賃貸条件等のハードルを下げたテナントミックス事

業を展開していきたいと考えている。

 多様な事業展開を模索する
当社では基本計画におけるまちなみと調和した住宅

開発や高齢化が進むまちなかの社会的課題を解決する仕

組みについても、事業化に向けた模索を続けている。

タカラモノイチリーフレット

タカラモノイチの様子
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城下町である市街地には割合大きな区画（300 坪程度・

一反）での土地が多く、所有者も手放したくないという意

向が強い。そのため空き家のまま何年も経ってしまった

り、空き地化して放置してあったりというケースが徐々

に見られるようになり地域の課題となってきている。ま

た大きい屋敷であったところが突然売りに出され、まち

なみに調和しているとは言い難いミニ開発が進むという

事態も起きており何らかの対策が求められている。その

ことから、当社では上野商工会議所建設業部会とタッグ

を組んで、３年前より「まちなか住宅プロジェクト」を組

成し勉強会や視察を行なっている。その結果、大きな区

画の土地を分割しても、まちなみに調和した住宅づくり

が進むようなモデル事業の具体化に向けた模索を行なっ

ている。現在は伊賀市が所有する土地を定期借地権によ

り長期で借上、住宅分譲を行うことで比較的大きな区画

での住宅取得が可能となる手法を開発し、来年度の事業

化をめざし取り組んでいるところである。

また高齢者支援として、継続可能な事業の仕組み化を

模索している。地域商業者とサラリーマンを退職した男

性との連携により、男性中高年の魅力アップスクール事

業（家族に役立つ、妻に必要とされるための６回シリー

ズ講座の開催等）と高齢者のゴミ出しボランティアを組

み合わせつつ、高齢者との信頼関係を構築し、御用聞き

事業（共同宅配、配食サービス、家電交換、耐震・リ

フォーム、ニーズを汲み取って対応する御用聞き）のス

タートアップに向けて検討を進めているところだ。

 基本計画の期間を超えて
平成 20 年 12 月に取得した国の認定計画もあと残すと

ころ１年度となった。現在基本計画に掲載されている事

業が仮にすべて事業化されたとしても地域再生に終わり

はない。中心市街地の魅力コンテンツを発掘し、伊賀上

野贔屓の方を増やし、地域経済再生に向けた取り組みの

ために、新たな戦略を組み立てる必要がある。当社では、

毎月定期的に行なっている「伊賀市中心市街地活性化基

本計画進行管理プロジェクト」を中心として、伊賀市、上

野商工会議所、社団法人伊賀上野観光協会、伊賀鉄道株

式会社、株式会社上野産業会館の実務者レベルによる勉

強会を開催し、中心市街地活性化に向けた新たなビジョ

ンとストーリーを組み立て、伊賀市中心市街地活性化協

議会への戦略骨子提案を行いたいと考えている。

（あきば　しげのり）

□御用聞き事業の全体イメージ 

 

 

 定年を迎える男性中高年のいきがい・社会や家庭での役割づくりと高齢者への御用聞き事業 

 

 

 

 

 

男性中高年 高齢者 

地域社会・家庭 

スクール事業 ボランティア事業 御用聞き事業 

・共同宅配（カタログ） 

・リフォーム 

・配食サービス 

・外出支援サービス 

・取次ぎ 

・子ども、孫へのプレゼント 

・終末プランの作成 

★スタッフ 

 高齢者の状況把握、見極め

のできる素質 

★協力店舗 

 ・配達をアウトソース 

 ・新規に配達 

・高齢者との信頼関係づくり 

・男性中高年のいきがい 

・有償ボランティア（ポイン

ト制） 

・男性中高年を表現する言葉 

 ex)アラフォー、アラサー 

・カッコイイユニフォーム 

有料講座の開催 

・介護保険 

・年金、資産運用 

・家族に役立つプロの掃除 

・妻への接し方 

・健康維持管理 

・妻との旅行 

・他 

★ボランティア事業との連携 

 スクールでのゴミだしボラ

ンティア実地体験 

■一般社団法人設立 

 録登 加参

社会・家庭との接点 

づくりができる 

社会との関係を保つ 

家族の安心 

ゴミだし 

ボランティア 

訪問 

ニーズ把握 

・出資者募集 

・組織設立準備 

・支援制度適用検討（産業支援センターなど） 
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