別表第１（第３条関係）
生活機能の強化に係る政策分野
１

産業振興
施策
商工業の振興

取組内容
圏域消費者への生鮮食料品の安
定供給及び生産者の安定的な販路
の確保を図るため、伊勢志摩総合
地方卸売市場の安定した経営基盤
の確立を推進する。
中小企業の振興を図るため、圏
域の中小企業の勤労者及び事業主
における勤労者福祉制度の充実に
取り組む。

甲の役割
乙と連携し、伊勢志摩
総合地方卸売市場の運営
に関する調整及び支援を
行う。

乙の役割
甲と連携し、伊勢志摩
総合地方卸売市場の運営
に関する協議及び支援を
行う。

乙と連携し、一般社団
法人伊勢地域勤労者福祉
サービスセンターの運営
に関する協議及び支援を
行うとともに、事業所等
へ情報発信を行う。
伊勢志摩地域産業活性
化協議会における事務局
を担うとともに、乙と連
携し、産業集積の形成及
び活性化を図るために必
要な取組を行う。
各イベント等の誘致及
び開催に取り組む組織等
において、乙と連携し、
必要な取組を行う。

甲と連携し、一般社団
法人伊勢地域勤労者福祉
サービスセンターの運営
に関する協議及び支援を
行うとともに、事業所等
へ情報発信を行う。
甲と連携し、産業集積
の形成及び活性化を図る
ために必要な取組を行
う。

乙と連携し、鳥獣被害
防止対策に必要な取組を
行う。
公益社団法人伊勢志摩
観光コンベンション機構
における連携事業を中心
とし、乙と連携し、必要
な取組を行う。
伊勢・熊野地域への旅客誘致を
伊勢熊野観光連絡協議
図り、お伊勢参りと熊野詣でに関 会の事務局運営を行うと
する情報発信等の取組を行う。
ともに、乙と連携し、必
要な取組を行う。
伊勢志摩国立公園の自然保全及
一般財団法人伊勢志摩
び 地 域 振 興 を 図 る た め 、情 報 発 信 、 国 立 公 園 協 会 、 伊 勢 志 摩
自然観察、清掃活動等の取組を行 国立公園自然ふれあい推
う。
進協議会を活用するなど
し、乙と連携し、必要な
取組を行う。

甲と連携し、鳥獣被害
防止対策に必要な取組を
行う。
公益社団法人伊勢志摩
観光コンベンション機構
における連携事業を中心
とし、甲と連携し、必要
な取組を行う。
伊勢熊野観光連絡協議
会の構成団体として甲と
連携し、必要な取組を行
う。
一般財団法人伊勢志摩
国立公園協会、伊勢志摩
国立公園自然ふれあい推
進協議会を活用するなど
し、甲と連携し、必要な
取組を行う。

圏域の経済活性化及び雇用の拡
大を確保するため、企業立地を推
進する。

農林漁業の振
興
観光の振興

圏域内の多産業への経済波及と
交流人口の拡大を図るため、圏域
市町、県、民間団体等が集客力・
発信力の高いイベント等を誘致・
開催する。
有害鳥獣による農作物等への被
害を防止するため、鳥獣被害対策
を推進する。
伊勢志摩地域への旅客誘致を図
り、伊勢志摩地域の情報発信、修
学旅行の誘致等の取組を行う。

各イベント等の誘致及
び開催に取り組む組織等
において、甲と連携し、
必要な取組を行う。
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別表第２（第３条関係）
結びつきやネットワークの強化に係る政策分野
１

公共交通
施策
道路網の整備
促進

観光交通の渋
滞緩和

取組内容
生活圏の拡大と利便性の向上な
どを図り、相互を結ぶ県道鳥羽松
阪線伊勢鳥羽地区及び伊勢志摩連
絡道路の道路整備事業を推進す
る。
伊勢地域周辺における交通渋滞
の緩和を図るため、交通渋滞に関
する調査研究、駐車場対策及びパ
ーク＆バスライドの実施など、交
通渋滞の緩和を推進する。

地域の生産者、消費者等の連携による地産地消
施策
取組内容
地産地消の推
農林水産物の消費拡大を図るた
進 及 び 地 場 産 め、地産地消及び農林水産物のＰ
品のＰＲ推進
Ｒを推進する。

甲の役割
乙と連携し、相互の地
域関係住民の意見を調整
し、推進に必要な取組を
行う。

乙の役割
甲と連携し、相互の地
域関係住民の意見調整に
協力し、推進に必要な取
組を行う。

乙及び関係団体と連携
し、交通渋滞を緩和する
ために必要な取組を行
う。

甲及び関係団体と連携
し、伊勢地域の交通情報
を共有するとともに、観
光客への情報提供等を行
う。

甲の役割
乙及び関係団体と連携
し、地産地消及び農林水
産物のＰＲを推進するた
めに必要な取組を行う。

乙の役割
甲及び関係団体と連携
し、地産地消及び農林水
産物のＰＲを推進するた
めに必要な取組を行う。

甲の役割
甲及び乙の地域におけ
る情報等を集約し、情報
発信可能な事実の把握及
び整理を行い、乙へ提供
する。
乙と連携し、出会い・
結婚への支援に必要な
取組を行う。

乙の役割
情報発信媒体への掲載
事項について甲へ情報提
供する。

甲の役割
乙と連携し、新たなサ
ービスの仕組みを検討及
び構築する。

乙の役割
甲と連携し、新たなサ
ービスの仕組みの構築に
係る協議及び検討を行
い、構築に向けて協力を
行う。

甲の役割
圏域で実施することが
効果的な職員・教職員向
けの研修を企画、実施す
る。
乙と連携し、青少年健
全育成に関する情報を共
有するとともに、情報交
換会及び研修会等の開催
情報等を提供する。

乙の役割
甲が実施する職員・教
職員向けの研修に参加す
るとともに、研修の運営
に協力する。
甲と連携し、青少年健
全育成に関する情報を共
有する。

２

３

地域内外の住民との交流
施策
取組内容
地域情報の共
圏域における地域情報を共有化
有化及び発信
し、圏域の内外へ相互自治体の情
報発信媒体を活用し、情報発信を
図る。
出 会 い・結 婚 へ
の支援

その他
施策
図書館サービ
スの充実

出会い・結婚の希望をかなえる
ため、出会い・結婚に関する情報
の提供、相談への対応、セミナー
の開催などの取組を行う。

甲と連携し、出会い・
結婚への支援に必要な
取組を行う。

４

取組内容
図書館サービスの充実を図るた
め、公共図書館が連携し、利用者
の利便性向上に向けた新たなサー
ビスの仕組みを構築する。

別表第３（第３条関係）
圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野
１

人材育成
施策
圏 域 市 町 職
員・教 職 員 の 人
材育成
圏域内人材の
育成

取組内容
圏域における職員・教職員の能
力及び資質向上を図るため、合同
で研修を実施する。
圏域における青少年の健全育成
に関わる方を対象とした、情報交
換会及び研修会等を開催する。

