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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

 伊賀市の概要
伊賀市は、平成 16 年 11 月 1 日に上野市、阿山郡

伊賀町、阿山町、大山田村、島ヶ原村、名賀郡青山
町の 6 市町村が合併して誕生しました。

当市は、三重県北西部の伊賀盆地に位置してお
り、古来より都（飛鳥、奈良、京都など）に隣接す
る地域として、また、交通の要衝として、藤堂藩の
城下町や伊勢神宮への参宮者の宿場町で栄えてきま
した。地理的・歴史的背景から京・大和文化の影響
を強く受けながらも独自の文化を醸成しており、伊
賀流忍者の里、松尾芭蕉翁生誕の地としても全国的
に有名で、9 基の「だんじり」と百数十体の鬼行列
がまちなかを練り歩く上野天神祭は国指定の重要無
形民俗文化財に指定されており、約 400 年の歴史を
誇ります。市街地は戦災による破壊を免れ、武家屋
敷や古い商家等の町並みも残っており、これらを訪
れる観光客も増えています。産業としては、国指定
伝統的工芸品の伊賀くみひも、伊賀焼の生産地とし
て知られており、伊賀米、伊賀牛、伊賀酒といった

「伊賀ブランド」にも力を入れています。

上野城

俳聖殿

上野天神祭

 中心市街地の概況
中心市街地は、市のほぼ中心に位置しており、商

業機能だけでなく官公庁や教育施設、銀行等の業務
機能も集積しています。区域内は藤堂高虎公による
町割が残っており、武士や商人、職人が住む場所を
決められていたことから、現在も町名にその名残が
あります。江戸時代に商売を許された商人が店を構
えた三筋町（本町筋、二之町筋、三之町筋）と、市
街地を縦断する銀座通りを中心に多くの商店街が形
成され、昭和 40 年代にはジャスコ、ニチイといった
大型店が本町筋の核店舗となり、市内だけではなく
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周辺地域からも多くの買い物客が訪れるにぎわいが
あふれる商業地域でした。しかし、郊外に駐車場を
完備した大規模商業店舗が進出し、平成 6 年には市
街地の大型店が郊外へ移転しました。これにより市
街地の買い物客が郊外へ流出し、中心市街地の商業
機能は急速に衰退しました。また、若い世代が郊外
の住宅団地へ流出したことで、市街地の少子高齢化
が進み、空き家・空き地の増加や、商店の後継者不
足による空き店舗の増加といった問題が出てきてお
り、歴史的な町並みの崩壊も懸念されています。

 中心市街地活性化への取り組み
このような状況を受け、旧上野市において、上野

市中心市街地活性化基本計画（「旧基本計画」）を平
成 11 年 3 月に、さらに平成 12 年 3 月には TMO 構
想「伊賀上野城下町まるごと博物館」を策定し、中
心市街地の活性化に取り組んできました。基本コン
セプトである「城下町まるごと博物館の構築に向け
て - 出会い・ふれあい・かたり合うまち伊賀上野 -」
に基づき、各種事業を実施してきましたが、活性化
の目標や評価が明確に示されていないこと、専門的
にまちづくりに取り組む体制が整っていなかったこ
となどより、活性化の成果が十分とはいえませんで
した。

中心市街地活性化基本計画の 
認定に向けて

平成 18 年の「まちづくり三法」の改正にともな
い、あらためて伊賀市の中心市街地活性化について
協議を行い、18 年 5 月に「伊賀市中心市街地活性化
協議会準備委員会」を設立、10 月に「伊賀市中心市
街地活性化基本計画策定委員会」を設立しました。
また 12 月に「株式会社まちづくり伊賀上野」を、19
年 1 月には「伊賀市中心市街地活性化協議会」を設
立し、活性化の推進体制を進めてきました。計画策
定にあたり、現状分析と地域住民のニーズ把握、ま
た旧基本計画における事業の評価と分析によって中
心市街地の課題を抽出し、まちづくりの基本理念と
活性化の基本方針を次のように定めました。

 基本理念と基本方針
中心市街地には、芭蕉、伊賀忍者、上野天神祭に

ちなんだ観光施設だけでなく、城下町の伝統的で風
格ある町並みが残っているとともに、伊賀肉・和菓
子・伊賀焼といった特産品を扱う店舗を含む市民の
日常利便性を支える商業集積もあります。市民と観
光客などの交流、活動による「くらしとにぎわいの
まちづくり」をめざすためには、歴史的・文化的地
域特性を活かし、魅力ある中心市街地を形成するた
め、次の基本理念を定めました。

基本理念
「うえのまち」を生かす
　―くらしとにぎわいのまちづくり―
　～まち暮らし、まち巡り　時を紡ぎ、

未来に息づく城下町～

この理念に基づき、活性化の基本方針として「回
遊」「交流」「安心」をコンセプトとして、以下の 3
つの方針を定めました。
①歴史のたたずまいの中「歩くまち」

歴史のある城下町の町並みを守り、「だんじり」の
映える町並み景観の形成をめざすとともに、従来の
施設観光から中心市街地への回遊性強化による「ま
ちなか観光（城下町観光）」を推進し、観光客、市民
等が伊賀市の歴史、文化にふれ、歩くことが楽しい

「歩くまち」をめざします。
②人が集まりにぎわう「元気なまち」

町家を活用して、郊外型大型店との差別化を図っ
た集客力、魅力のある店や空き店舗等の活用による
テナントミックス事業の展開などによる商店街機能
の充実をめざすとともに、上野市駅周辺に市民が交
流し、集う拠点施設を配置することで、観光客、市
民等が集まり、にぎわう「元気なまち」をめざします。
③安心して豊かに暮らせる「生きるまち」

誰もが便利に利用できる公共交通機関の利便性
の向上を図るとともに、来街者の駐車場の整備を図
り、安心して豊かに暮らせる「生きるまち」をめざ
します。また、公共施設、商業施設など多様な都市
機能の充実により良好な居住空間の形成を図るとと
もに、高齢者等に対応した民間主導の街なか居住の
促進をめざします。
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 中心市街地活性化の区域
上野城公園を含む城下町区域を中心とした約 140 

ha を区域に設定しました。

 数値目標
基本方針に基づく活性化の目標と具体的に評価す

る数値目標を設定し、活性化に取り組んでいくこと
としました。

目　標　 楽しく歩けるまちなみづくりと回遊性の
向上

指　標　歩行者・自転車通行量
　　　　 2,752 人／日（19 年度）　 

⇒　4,270 人／日（24 年度）
 ※ 中心市街地の主要 4 地点における休日通行

量の合計

目　標　魅力と集客力のある店の創出
指　標　小売業年間販売額
　　　　 2,452 百万円（19 年度）　 

⇒　2,460 百万円（24 年度）
 ※ 商業活性化重点軸である本町筋及び駅前再

開発地区における年間販売額

目　標　 誰もが便利に移動できる交通手段の利便
性向上

指　標　コミュニティバス利用者数
　　　　 51,355 人／年（19 年度）　 

⇒　52,000 人／年（24 年度）
 ※ 中心市街地を循環するコミュニティバス年

間利用者

 目標実現のための主な事業
①上野市駅前地区第一種市街地再開発事業

本市の玄関口である上野市駅前地区を市街地再開
発事業により、観光や地場産業の振興などの複合機
能を備えた施設を整備するとともに、多目的空間を
備えた駅前広場の整備や快適な道路環境の整備を一
体的に進めます。
②町家等修理修景事業及び助成制度

まちなかに多く残る町家等について修理・修景を
行ない、本市の歴史的な町並み環境を保全するとと
もに、快適な住環境づくりを行なうための支援制度

を確立します。
③上野市駅周辺地区（暮らし・にぎわい再生事業）
都市機能再生事業
中心市街地の活性化の核となるエリアで、都市福

利施設の充実、商業・産業・観光の拠点整備、駐車
場の整備など各事業を一体的に推進します。
④空き店舗等活用整備事業補助金

にぎわい回復の阻害要素となっている空き店舗や
空き家を有効活用するための支援を行なうことによ
り空き店舗活用を図り、魅力ある商業施設をまちな
かに展開していきます。
⑤松生家活用事業
「商業活性化重点軸」での「本町通り周辺商業集積

再生事業」の第 1 弾事業として、次に続く事業へのモ
デル的、先導的役割を果たす重要な事業で、中心市街
地に不足する業種 ･ 業態や、伊賀の特色を生かした
テナントの導入により、郊外店との棲み分けを考え
た魅力と集客力のある複合商業施設を整備します。
⑥まち巡り拠点施設整備事業

住民をはじめ、通勤・通学、広域から、来街者と
いった鉄道利用者が交流する場として、駅に隣接し
た場所に地域が管理するポケットパークやオープン
カフェを併設したコミュニティ拠点施設を整備し、
観光客の利便性の確保と地域住民のつどいの場を創
出します。
⑦「まちなか市」開催事業

空き店舗をはじめ、上野市駅や菅原神社、新天地
アーケード街を活用した集客交流イベントを定期的
に開催します。手作りやこだわりのもの、身体や環境
にやさしいものなどをコンセプトとし、商店街はも
ちろん、周辺地域の農業者との連携も図り、出店者
と市民や来街者との交流を促す役割を果たします。
⑧コミュニティバスの増発

平日 1 日 2 便増発させることにより、利便性の向
上及び利用者の増加を図ります。
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 おわりに
本市は平成 20 年 11 月に内閣総理大臣の認定を受

けましたが、ほとんどの事業が 21 年度からの事業で
あり、本年が実質的なスタートであると考えていま
す。また、基本計画に掲載されている事業だけでな
く、活性化に必要な事業の掘り起こしも随時進めて

いきたいと考えています。
これからも中心市街地活性化協議会を中心に、ま

ちづくり会社、商工会議所、行政、そして何よりも住
民の皆さんと連携して事業を実施し、主体性を持っ
てまちづくりを進める人材の育成にも取り組んでい
きたいと思います。

再開発完成予想図
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