
1 

 

 

 

 

 

２ 生活・環境 
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（余白） 
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政策１ 事故や犯罪のない安全なまちづくり 

基本施策① 犯罪や交通事故を未然に防ぐ 
基本施策番号 

12 

【生活課題】 学校内や登下校の途中で事件や事故が起こらない 

 

≪現状と課題≫ 

本市では、交通安全推進機関や関係団体との連携のもと、交通安全運動実施期間などを利用して、街

頭啓発や交通安全施設の整備、交通安全教育の推進を図りながら、交通事故の防止に向けた積極的な取

り組みを進めています。交通事故は、依然として多数発生しており、今後とも市民ぐるみで安全対策を

推進していく必要があります。なお、各自治会（区）が通学路などの道路に街路灯を設置できるよう支

援し、交通安全のための環境整備に努めています。 

また、交通災害や犯罪被害者等の多くは、事故や犯罪等による直接被害だけでなく、その後に生じる

さまざまな二次的被害（精神的、肉体的、経済的）に苦しんでいます。交通災害については、民間保険

等が充実してきているものの、交通災害に限らず、犯罪被害者やその家族の救済対策等に関し、今後も

適切な支援が求められます。 

本市では、市内１１地区で地域安全活動推進協議会を立ち上げ、自治会（区）などと協働し、自主的

な防犯活動を展開しています。 

平成２２（２０１０）年１２月現在、青色回転灯を装置した車による防犯パトロール隊が１１地区の

住民自治協議会等で結成され、順次他の地区でも結成の予定であり、安心・安全のまちづくりに対する

活動がますます高まりつつあります。 

また、近年振りこめ詐欺の被害が多数報告されており、市民への情報提供や啓発活動の重要性がます

ます高まっています。今後も関係機関や関係団体等と連携協力し、より一層市民の防犯意識高揚のため

の啓発や地域防犯活動を推進していく必要があります。 

 

 

■交通人身事故の発生状況 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：伊賀警察署、名張警察署
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≪施策の方向≫ 

施策１  安全な道路交通環境の確保 

子どもから高齢者まで全ての人を交通事故から守るため、交通安全計画を策定し、これに基づき、危

険箇所の改修など、関係機関と連携しながら歩道や歩道橋、ガードレールや交通標識などの交通安全施

設の整備充実に努めます。 

 

施策２  交通安全意識の高揚 

運転者や歩行者に交通ルールやマナーをより一層理解していただくため、警察や交通安全協会等の関

係団体との連携を図りながら、交通安全教育の推進や交通安全運動の展開、広報活動などの充実に努め

ます。また、交通事故の当事者となる割合が高くなっている高齢者や自転車利用者を対象に、交通安全

教室の実施や安全ルールを守る意識やマナーの向上に向けた啓発を強化します。 

 

施策３  被害者救済対策の充実 

犯罪被害者やその家族・遺族の方が必要とする支援を行うため、相談体制の充実を図るとともに、社

会の被害者支援意識の高揚を図り、社団法人みえ犯罪被害者総合支援センター1と連携し、当事者の方々

の精神的回復と社会復帰を支援します。 

 

施策４  交通事故相談の充実 

万一の交通事故に対応できるよう、毎月１回実施している交通事故相談については、今後も引き続き

実施するとともに内容の充実に努めます。 

 

施策５  防犯対策の推進 

市民の防犯意識の高揚を図るため、市民の防犯対策を支援するとともに、犯罪を未然に防ぐため、街

路灯の設置を支援し、公共施設等への防犯カメラなどの設置について検討します。 

 

施策６  防犯意識の高揚 

犯罪に巻き込まれないよう、あんしん防災ねっと、行政情報チャンネル緊急告知放送、ホームページ

等の広報手段を活用し、犯罪についての情報提供や内容の充実を図り、自分たちの地域は自分たちで守

るという意識を高めます。 

 

施策７  地域防犯活動の促進 

地域における声かけ運動を行ったり、防犯協会などと協力して防犯パトロールを行ったりするなど、

地域ぐるみの自主的な防犯活動を促進します。また、登下校中の児童生徒の被害を未然に防止するため、

より一層地域との協力体制を強化するとともに防犯ネットワーク等の設立を促進し、学校との連携を強

化していきます。 

                                                  
1 社団法人みえ犯罪被害者総合支援センター:犯罪被害者やその家族・遺族の方が必要とする支援を行うとともに、社会

の被害者支援意識の高揚を図り、当事者の精神的回復と社会復帰に資することを目的として、平成 18（2006）年に立ち

上げられた公益社団法人 三重県公安委員会から「犯罪被害者等早期援助団体」の指定を受けている。 
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（主な事業） ○ 交通安全計画の策定 

○ 駅周辺等放置自転車撤去 

○ 交通安全運動の実施 

○ 交通安全教室の開催 

○ 交通事故相談の開催 

○ 防犯対策事業 

○ 防犯ネットワーク設立の促進 

（数値目標）  現状値(平 22） 目標値(平 22) 目標値(平 27)

 ◇交通安全実践教室の参加者数 45 人 60 人  60 人 
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基本施策② 環境にも家計にもやさしい消費生活を普及させる 
基本施策番号 

13 

【生活課題】 悪徳商法などに巻き込まれず、省エネの暮らしが実践されている 

 

≪現状と課題≫ 

今日の消費生活は、技術革新により次々に新商品が開発され、市場には物や情報があふれ、豊かで便

利になるとともに、購入形態や支払い方法も従来の対面型に加え、インターネットショッピングやオン

ライン決済などの非対面型の取引形態が普及し、消費生活は複雑化・多様化してきています。また、安

心・安全なものを求める消費志向は年々強くなっており、「品質表示」や「産地表示」への関心も高ま

り、特に消費者と生産者を結び付ける「地産地消」への期待も高まってきています。また、消費者一人

ひとりが生活のなかの無駄をなくし、省エネ、省資源など、環境に配慮しながら日常生活を送るために

も環境家計簿等の普及啓発が必要です。 

しかし、依然として、架空請求や点検商法2・訪問販売・マルチ商法3・マルチまがい商法など、悪質

で巧妙な商法による消費者被害も発生しており、こうしたさまざまな手口で迫って来る悪徳商法に対応

するため、特定商取引法や割賦販売法が改正され、事業者に対する規制強化と消費者を救済するための

民事ルールが拡充されました。 

消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現を目的に消費者庁が設立さ

れ、消費者基本法など法整備も整えられてきています。本市では、市民が悪徳商法などに巻き込まれな

いように、特にサラ金クレジット相談や法律相談、消費者相談などを開設しています。今後も、消費者

が、 適な商品やサービスを選択するときに、慎重に的確な判断ができるよう、悪徳商法による被害の

未然防止や拡大防止を図り、安心した消費生活を確保するために必要な情報の提供や啓発活動を消費者

団体等と連携して取り組むとともに、消費者相談業務の充実に努めていく必要があります。 

 

 

■相談窓口の利用状況 

 

  

資料：人権生活環境部市民生活課

 

                                                  
2 点検商法：点検に来たと言って家庭を訪問して点検作業を行い、虚偽報告や不安をあおることによって、商品販売やサ

ービスの契約を取るという商法 
3 マルチ商法：商品を販売しながら会員を勧誘するとリベートが得られるとして、消費者を販売員にして、会員を増やし

ながら商品を販売していく商法 

（件） （件） 
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≪施策の方向≫ 

施策１  情報及び学習機会の提供 

市民への消費知識の普及と啓発を推進するため、パンフレット等の配布や広報紙への掲載、出前講座

を実施します。 

 

施策２  相談体制の充実 

国民生活センターや三重県消費生活支援センターなど関係機関の協力と連携を図りながら、相談業務

の充実に努めます。 

また、全国消費生活情報ネットワークシステム（ＰＩＯ－ＮＥＴ）を導入し、専門的な知識を持った

消費生活相談員を配置することで、相談窓口の機能強化を図ります。 

 

施策３  消費者団体活動の推進 

消費生活モニターや消費者団体の育成を図り、消費生活の実態把握と、市民への情報提供を充実させ

ます。 

 

施策４  消費者被害の未然防止 

悪質で巧妙な商法による消費者被害を未然に防止するため、関係機関や消費者団体等と連携を図り、

悪徳商法にだまされない知識の普及と相談体制の充実に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○ サラ金クレジット無料相談会 

○ 無料法律相談会 

○ 消費者相談の充実 

○ 多重債務者相談の充実 

○ 消費者トラブル対策出前講座事業 

○ 環境家計簿の普及啓発事業 
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基本施策③ 感染症などの流行、拡大を防ぎ、食の安全を確保する 
基本施策番号 

14 

【生活課題】 食品を安心して食べられる 

  

≪現状と課題≫ 

平成２１（２００９）年４月末の新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）発生以降、特に、病原性の高

い鳥インフルエンザ（Ａ／Ｈ５Ｎ１）がいつ新型インフルエンザ化するかという脅威が未だに続いてい

ます。このことから、本市では、今後の感染症の蔓延・拡大を 小限にするため、「危機管理基本計画」

や「新型インフルエンザ対策行動計画」を策定し、平常時より三重県感染症情報センター（三重県保健

環境研究所内）、県保健福祉事務所等関係機関と連携して予防方法の普及啓発を進めるとともに、発生

時の対応等拡大防止のための体制づくりに努めています。 

本市では、乳幼児・児童・高齢者等への予防接種事業や助成事業を実施していますが、一人ひとりの

健康確保のため予防接種率の向上を目指すことが必要となります。 

また、平成２２（２０１０）年度から、食生活改善推進協議会を統合し、組織強化を図っているとこ

ろであり、食の安全の啓発や栄養教室の開催などについて、更に充実を図ることが求められます。 

 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  予防接種事業の推進 

医療機関との連携を図りながら予防接種の実施体制を整備し、健康教育や健康相談等の機会を通して

普及啓発を図ります。また、予防接種費用の助成の拡大を目指します。 

 

施策２  感染症への情報発信と体制づくり 

社会的に影響を及ぼす感染症に対して、医療機関や県保健福祉事務所等関係機関と連携し、感染症の

特性や予防等周知を図りながら、情報や必要なサービスがスムーズに提供できる体制を整えます。また、

平常時から感染症の予防や対応方法について啓発を行い、市民の危機管理意識の向上に努めます。 

 
施策３  食の安全対策の充実 

食の安全を確保するため、食中毒発症時期を中心に県保健福祉事務所等関係機関と連携し、食中毒警

報等発表時には、早急に情報を伝えるとともに、予防や対応方法についてあらゆる機会を通して知識の

普及啓発を図ります。また、食生活改善推進協議会等と連携して、食の安全や栄養などについての知識

の普及啓発に努めます。 
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（主な事業） ○ 法定予防接種事業 

○ 感染症予防接種費用助成事業 

○ 健康教育事業 

○ 健康相談事業 

○ 栄養教室等の開催 

（数値目標）  現状値(平 21） 目標値(平 22) 目標値(平 27)

 ◇高齢者インフルエンザ予防接

種率 

55.6％ 59.2％  62.0％ 
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政策２ 災害や火災に備える安全なまちづくり 

基本施策① 自然災害等への十分な備えをする 
基本施策番号 

15 

【生活課題】 災害が起こっても、被害が 小限に抑えられる 

 

≪現状と課題≫ 

本市は、地形構造上、山間部を中心に風化しやすい花崗岩層が分布し、丘陵地も堆積物の泥層を有す

る古琵琶湖層群で覆われ、自然災害などに対して脆弱性を有しています。しかし、土砂流失防止など重

要な役割を担っている森林は、林業経営の低迷などによって森林管理が不十分な状況もみられることか

ら、引き続き治山・砂防事業や保安林の整備などに取り組み、地域防災機能の強化や生活の安全性の向

上に努めていく必要があります。 

河川については、古くから洪水被害の多い地域であり、人びとの生活や経済活動に大きな影響を与え

てきました。そのため、洪水による被害を未然に防ぎ、年間を通じ安定した水量が河川に流れるよう、

ダムや堰等を整備する必要があります。 

一方、本市は比較的地震災害の少ない地域でしたが、阪神・淡路大震災の例や三重県中部を震源とす

る地震などにも見られるように、いつ活断層が動くとも限りません。また、３０年以内の発生確率が８

７％（平成２２（２０１０）年１月１日現在、地震調査研究推進本部発表）を超えると言われている東

海地震や東南海・南海地震など海溝型地震の発生も心配されています。しかし、全ての公共施設の耐震

整備や耐震診断は完了しておらず、防災拠点の耐震化や備蓄倉庫の整備、非常用物資等の備蓄など、災

害発生時の対策を進める必要があります。 

また、情報通信の基盤となる防災用行政無線の一元化については、各支所で運用するアナログ式同報

系無線施設が老朽化しており、同報系無線のデジタル化を必要に応じて進める必要があるとともに、伝

達手段の複層化を図るため、他の情報伝達手段の整備や運用の確保が求められています。 

地域における自主防災組織については、約９６％（平成２２（２０１０）年４月１日現在）の組織率

となっていますが、発災時における市災害対策本部との連携や各地域における避難所の運営など、組織

を推進するための支援体制が不十分であり、対応が急務となっています。 

本市では、「危機管理大綱」を策定し、さまざまな危機事案から市民の生命、財産を保全し、安心、

安全なまちづくりを進めています。また、この大綱を受けて、自然災害等に対処するための「地域防災

計画」、武力攻撃や大規模テロ等に対処するための「国民保護計画」、これらの計画の対象外である事件・

事故等に対処するための「危機管理基本計画」を策定しています。 

また、本市は、広い市域を有するため、緊急事案等による情報収集、伝達に時間を要することから、

防災用行政無線（同報系）と連携した「全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）」を平成２０（２０

０８）年に導入し、その運用に努めています。また、行政内部における情報伝達を行うための防災用行

政無線（移動系）の統合や更新が急務となっています。 
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≪施策の方向≫ 

施策１  治山・急傾斜地対策の推進 

山地治山・水土保全治山事業などを積極的に推進し、山地災害の未然防止や林地の荒廃化の防止に努

め、森林の治山・治水機能の向上を図ります。また、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」

に基づき急傾斜地崩壊危険区域の指定地域については、急傾斜地の崩壊を防止する工事の推進に努める

とともに、指定外区域についても適切な対策を講じていきます。 

 

施策２  治水対策の推進 

自然環境保全や災害防止を図るため、自然環境や景観に配慮した工法を用いながら、河川改修や川上

ダム、上野遊水地など、治水施設整備、堆積土砂浚渫の促進を国、県に対し、強く要望します。 

 

施策３  総合的な防災体制の確立 

防災機関の実施責任の明確化や各関係機関相互の防災対策を緊密かつ円滑な推進を図るために策定

した「地域防災計画」「国民保護計画」「危機管理基本計画」については、毎年、見直しと修正を行いま

す。 

災害時における災害対策本部等の運用や地域における自主防災組織等の活動・連携を図るため、図上

訓練・実働訓練等をはじめとした防災訓練を実施します。また、洪水・山崩れ等の危険箇所や避難所・

避難路を図示した「防災マップ」「洪水ハザードマップ4」を必要に応じ修正し、住民に対して防災意識

の向上や対策を促進します。 

「災害時要援護者避難支援プラン」に基づき、高齢者や障がいのある人など、災害時に支援が必要な

人に対し、地域との協働で、すばやく安全に避難できる体制づくりに努めます。 

 

施策４  連絡・通信体制の確保 

防災用行政無線の統合、一元化を進めるため、本庁、各支所間においてデジタル無線化を目指すとと

もに、新たな情報技術を取り入れながら、連絡・通信体制の充実に努めます。 

また、各地域の防災用行政無線屋外子局を新設・更新し、災害発生時に住民が迅速な行動をとれるよ

うな無線整備を行います。 

市民への情報伝達手段として「全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）」の維持管理のほか、各種

防災情報システムの整備を図ります。 

 

施策５  避難所・避難路の確保 

防災機能を備えた「しらさぎ運動公園（防災拠点施設）」やその周辺については、隣接の旧上野農業

高校跡地で三重県が整備する「三重県広域防災拠点施設（伊賀拠点）」と連携できる施設整備を推進し、

市内の拠点避難所等との連携を図ります。 

避難所に指定されている学校等の公共施設を対象として、緊急に耐震診断を行い、耐震化を推進しま

す。 

また、指定避難所（避難地）への避難誘導標識の整備や総合案内表示板等へ避難場所の標記を行いま

す。 

                                                  
4 ハザードマップ：災害予測図 
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施策６  防災資機材の整備 

発災後、地域における初動体制として、被災者の避難所での応急的な食料、毛布、簡易トイレ、発動

発電機、投光器等の提供を図るため、市内で孤立する可能性がある地区から重点的に、災害時用防災備

品、防災倉庫の整備を図ります。 

 

施策７  自主防災組織の育成強化 

地域における自主防災組織の担う役割には、避難誘導・住民の安否確認等大きなものがあることから、

日常的な地域防災力の向上を図るため、地域実態に合った実践活動や市民、地域、行政が連携した事業

推進を行います。一方、未組織地域には啓発活動を行い、設立・充実を促進します。 

 

施策８  住まいの耐震化の促進 

安心できる住まいをつくることが、安全なまちにつながるという観点から、旧建築基準法で建築され

た個人の木造住宅について耐震診断や耐震補強に対する支援の充実を図り、住宅の耐震化を促進します。 

 

 

（主な事業） ○ 木津川上流砂防促進事業 

○ 木津川上流直轄改修促進事業 

○ 上野遊水地促進事業 

○ 近畿直轄ダム事業等促進事業 

○ 川上ダム建設促進事業 

○ 川上ダム周辺整備事業 

○ 土砂災害ハザードマップ策定事業 

○ 防災行政無線（デジタル同報系）整備事業 

○ 防災行政無線（デジタル移動系）整備事業 

○ 避難所誘導標識等設置事業 

○ 防災基盤備蓄倉庫整備事業 

○ 防災資機材整備事業 

○ 自主防災組織活性化促進事業 

○ 自主防災組織育成事業 

○ 個人住宅耐震診断支援事業 

○ 住宅・建築物耐震改修事業 

○ 木造住宅耐震補強設計事業費補助金交付事業 

○ 木造住宅耐震補強事業費補助金交付事業 

○ 非木造建築物等耐震診断補助事業 

○ 災害時要援護者宅家具固定事業 

（数値目標）  現状値(平 22） 目標値(平 22) 目標値(平 27)

 ◇避難所誘導標識等の設置数 85 か所 100 か所  109 か所 

 ◇防災備蓄倉庫の設置数 20 か所 6 か所  42 か所 

 ◇自主防災組織率 96.1％ 100％  100％ 
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基本施策② 火災を防ぎ、市民の命を救う 
基本施策番号 

16 

【生活課題】 火事が起こらず、急病人がスムーズに搬送される 

 

≪現状と課題≫ 

近年、消防を取り巻く環境は複雑多様化し、不安定な社会情勢のなか、天災・人災、事故も多発し、

多くの人命、財産が失われています。また、今後、さらなる高齢化の進展により、救急需要の増加が予

想されますが、増え続ける救急需要のなかで、救急車の高規格化と高度な救命処置と合わせ、市民への

救急車の適正利用の周知・啓発・救急救命士の継続的な養成が必要となっています。 

また、火災やその他の災害については、その発生を未然に防止するとともに、被害を 小限度にとど

めるため、住民や地域の事業所等との連携が必要です。 

消防車両については、更新計画に沿って整備を進める必要があります。 

消防水利については、年度計画により整備していますが、今後も継続して消防水利の整備充実を図り、

充足率をあげる必要があります。 

平成２０（２００８）年６月１日から火災予防条例で、住宅用火災警報器の設置が義務化されていま

すが、設置率は５０％前後に留まっているのが現状です。今後も、継続的に広報活動を行い、設置率の

向上に努める必要があります。 

消防職員については、専門的な知識・技術を身に付けるため、年次計画どおり研修を行う必要があり

ます。 

消防団については、消火活動をはじめ、救出救助活動、警戒巡視、避難誘導など果たす役割は極めて

大きいものがあり、地域に密着した活動を展開しています。しかし、少子高齢化やサラリーマン団員の

増加に伴い消防団員の確保が困難になっているため、大規模災害や昼間の消防団活動を補完する支援団

員（機能別団員）等の組織化を目指すとともに、「消防団適正化計画」の運用に向け推進する必要があ

ります。 

また、消防団協力事業所表示証を交付することにより、市民や各企業に対して消防団活動に対する理

解と協力を働きかけるとともに、消防団が活動しやすい環境づくりを図ることが求められています。 

地域住民や自主防災組織、学校、事業所に対し、応急手当を習得するための救命講習を普及推進する

ことが必要です。 
 
■出動件数 
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 資料：消防本部
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≪施策の方向≫ 

施策１  消防体制の強化 

近い将来発生が予測される、東海・南海・東南海地震や大規模な自然災害、特殊災害に対応するため、

消防設備・消防無線のデジタル化・資機材の整備を図るほか、安心して暮らせる災害に強いまちづくり

を支える常備消防の整備を行うため、伊賀ブロックにおける消防広域化について検討を行います。 

また、消火・救急・救助などに寄せられる市民のより高い要望に対応するため、適正な職員配置を行

うとともに、職員教育・組織の充実強化を進めます。 

 

施策２  消防水利の整備充実 

耐震性防火水槽や消火栓設備等の整備強化を図り、充足率が低い地域における設置を計画的に進めま

す。 

 

施策３  火災の予防 

市民や事業所に対する予防行政に関わる正しい情報の提供や防災意識の啓発を図るとともに、防火対

象物や、危険物施設等における安全強化に取り組みます。また、住宅用火災警報器の普及をおこない家

庭における火災の発生の未然防止に努めます。 

 

施策４  救急・救助体制の強化 

救急救命士の育成を年次的に進め、高規格救急車の増強と、メディカルコントロール5体制の整備を図

り、市民の救命率の向上に努めるとともに、救急車の適正利用の普及啓発に取り組みます。 

また、救助体制については、車両の整備や救助資機材の増強、救助隊員の専門知識の取得育成に努め、

県内はもとより近県との応援協定の充実を図り、多様化する災害に迅速かつ的確に対応できるように努

めます。 

 

施策５  非常備消防体制の充実強化 

多様化する災害を念頭に置き、地震・風水害等自然災害における被災活動や警戒活動をはじめ、各種

災害に対する災害活動の確立を目指して、消防団員に対する教育訓練の推進、処遇改善、施設・資機材

の整備を図ることとし、活動意欲を喚起する体制づくりを進めます。 

また、消防団員確保では、職業や性別などに関わりなく、公務員、公共団体職員、被雇用者（サラリ

ーマン）、女性､大学生､専門学校生等さまざまな人びとを対象に基本団員の入団を促進するとともに、

消防職員や消防団員の経験者等を対象に支援団員の入団を促進し、消防団組織改革と人員配置の適正化

を図ります。 

一方、消防団員の活動環境の整備として、市民や企業に対して消防団活動に対する理解と協力を働き

かけ、消防団協力事業所表示証を交付することにより事業所との連携を強化して充実した消防団づくり

に努めます。 

 

                                                  
5 メディカルコントロール：救急現場から医療機関に傷病者が搬送されるまでの間において、医学的観点から救急救命士

を含む救急隊員が行う応急処置などの質を保障すること 
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施策６  住民に対する応急手当の普及啓発 

市民に対し自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用方法を含む、心肺蘇生など応急手当の知識や技術に

ついて、防災訓練の機会やパンフレットなどを用いて普及啓発を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○ 消防車両等整備事業 

○ 消防通信設備整備事業 

○ 救急・救助車両整備事業 

○ 消防水利等整備事業 

○ 火災予防活動推進事業 

○ 救急救命士等育成事業 

○ 救命講習推進事業 

○ 消防団整備事業 

○ 消防ポンプ庫整備事業 

（数値目標）  現状値(平 22） 目標値(平 22) 目標値(平 27)

 ◇防火水槽及び消火栓等の充足

率 

72.9％ 73.0％  78.0％ 

 ◇救急救命士資格取得者数 55.6％ 57.1％  68.5％ 

 ◇普通救命講習受講者数 6.2％ 10.0％  10.0％ 
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政策３ 自然を守り、未来へとつなげるまちづくり 

基本施策① 自然を守り、未来へと引き継ぐ 
基本施策番号 

17 

【生活課題】 昔のような自然を、孫の世代にまで残すための取り組みがされている 

 

≪現状と課題≫ 

本市には、県立の「上野森林公園」があり、市民が森を育成し、ふれあう場となっています。また、

市内を東海自然歩道が５３．６km にわたって横断し、自然に親しみながらウォーキングを楽しむ人も増

えています。今後も、自然公園区域をはじめ、市民が自然とふれあい、親しめる場づくりが求められま

す。 

高度成長期以降、名阪国道が開通し、これまで住宅団地、工業団地、ゴルフ場などが丘陵地に開発さ

れてきましたが、大きな開発が一段落したこともあり、都市の比較的近くに里山などの自然環境が残り、

本市の魅力となっています。 

今後も、自然を守り次世代へ引き継ぐ意義を市民一人ひとりが実感し、自然愛護の活動につなげると

ともに、開発にあたっても、 小限の環境負荷に抑え生物多様性を保全するよう、透明性を確保しなが

ら、行政による指導・監督を徹底することが求められています。 

 
≪施策の方向≫ 

施策１  自然保護意識の啓発 

学校教育や社会教育をはじめ、あらゆる機会を通じて、自然環境を守り、将来へと引き継ぐことの重

要性を啓発し、自然保護に対する市民意識の高揚を図ります。 

 

施策２  自然・生態系保護活動の促進 

自然や生態系に配慮した空間整備手法によって、貴重な動植物の保護・再生を図るとともに、自然愛

護・動植物愛護のための活動を支援し、活動間の連携を促します。 

 

施策３  自然公園の整備・保全 

市民が自然とふれあい、理解を深める場として、自然公園内の観察施設等の維持・整備を図るととも

に、公園内の環境を保全します。 

 

施策４  開発の規制・誘導 

開発の届出に対しては、指導要綱等に基づく適正な規制・指導を行います。また、大規模な開発につ

いては、希少野生動植物の保護をはじめ、環境アセスメント6の実施を指導するとともに、地域の理解と

同意のもと、より一層、透明で公正な手続きを確立します。 

 

（主な事業） ○ 環境セミナーの開催 

○ 環境保全啓発作品募集事業 

                                                  
6 環境アセスメント：道路やダムの建設など、環境に大きな影響を及ぼすおそれのある事業について、事前に環境への影

響を調査、予測、評価し、その結果を公表して地域住民等の関係者の意見を聴き、環境配慮を行う手続きのこと 
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基本施策② 森林を整備し、継続して活用する 
基本施策番号 

18 

【生活課題】 自然を整備しつつ、その廃材が活用されるような循環と持続再生の取り組みがある

 

≪現状と課題≫ 

森林は、水源のかん養や土砂災害の防止、更に二酸化炭素を吸収することによる地球温暖化防止のほ

か、野生鳥獣の生息の場、人びとの心のやすらぎの場の提供など、重要かつ多様な機能を持っています。 

森林整備の必要性についての理解を共有することにより、多様で力強い森林づくりを目指すことによ

って、林業従事者の定着化や山村の活性化が期待されます。 

本市の森林面積は３４，０１９ha で、スギ・ヒノキの人工林が森林全体の約５６％を占めています。

しかし、林業の採算性の低下や林業従事者の減少等により、管理が行われていない森林が増加していま

す。森林環境を整備するには、今後、更に計画的な保全・育成、間伐等に取り組み、森林の適正管理を

実施していく必要があります。 

 

 

■林種別森林面積 

（単位：ha）

林種 面積 林種 面積 

人工林 １８,４７２ 未立木地 １３６

天然林 １３,５２０ 伐採跡地 ５６

国有林 １,３７５ その他 ２１７

 

竹林 ２４３ 計 ３４,０１９

（平成２１(2009)年３月３１日現在） 資料：農林業センサス林業地域調査・森林・林業統計書 

 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  森林の適正管理の推進 

森林の持つ公益的機能を多面的に発揮させるため、針広混交林7の造成など多様で力強い森林づくりに

努めます。また、森林の持つ国土保全機能や水源かん養機能などを高めるとともに、災害の未然防止の

観点から治山事業を推進・支援します。 

 

施策２  森林の多面的活用の促進 

都市と山村の交流に寄与するとともに、山村の活性化を図るため、都市住民やＮＰＯ、ボランティア

等との協働のもとで、里山の保全・再生を図りながら、森林の多面的な活用に努めます。 

                                                  
7 針広混交林：針葉樹人工林に広葉樹を交えた森林のこと 針葉樹だけの単純な人工林とは異なり、 種組成が豊富にな

ることや、相対的に長い伐期の計画が組めること、更に、土砂流出や地力低下の防備などが利点として挙げられる。 
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施策３  森林資源の活用 

地元産材の流通・活用を促進するとともに、間伐材の有効活用などを進め、森林の適正管理に努めま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○ 緊急間伐推進事業 

○ 森林環境創造事業 

○ 森林保育造林事業 
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政策４ 自然と共生するうるおいあるまちづくり 

基本施策① 自然と共生する、住みよいまちをつくる 
基本施策番号 

19 

【生活課題】 空気がきれいで静かであり、豊かな自然のなかで暮らせる 

 

≪現状と課題≫ 

本市における、環境保全・環境美化活動は、今日まで河川の堤防等の清掃、道路周辺の環境美化、不

法投棄の監視や資源化ごみの回収など、市全域でさまざまな活動が展開されています。 

特に、平成５（１９９３）年久米川流域が生活排水対策重点地域に指定されたことに伴い設置された

久米川流域生活排水対策推進協議会では、毎年大規模なクリーンウォーキングが実施され、河川の水質

汚濁の防止に取り組んでいます。今後も、環境保全につながる市民活動を育成・支援することが求めら

れています。 

一方、公害問題では、混在化した生活系の騒音や悪臭・水質汚濁に関わる苦情が多くなっています。

こうした生活型公害も含めあらゆる公害を未然に防止するため、平成１４（２００２）年度に設置した

環境センターでは、騒音・振動・悪臭・土壌汚染・水質汚濁などの対策や、企業との環境保全協定の締

結などに努めています。今後も、市民の快適な生活環境が守られるよう、的確な公害の現状把握、発生

源対策の強化、その調査機能の充実と監視体制の整備を図っていくとともに、大切な資源である豊かな

自然環境を次世代に引き継ぎ、人と自然が共生するまちづくりを目指す必要があります。 

 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  環境保全活動の促進 

環境教育プログラムなど、次代を担う子どもや大人が環境に対する興味や関心を持ち、幅広く環境に

関する知識や経験を深め、環境保全の活動の実践につながる市民活動が活発化するよう育成支援を図り、

自然と共生する住みよいまちづくりに努めます。 

 

施策２  環境美化活動の促進 

快適な生活と美しい自然環境を守るため、市民の環境美化意識の高揚を図り、清掃活動や花づくり活

動などを支援し、環境美化運動を促進します。 

また、「ごみポイ捨て防止条例」に基づき、マナーの向上を促しポイ捨ての防止を図ります。 

 

施策３  公害の未然防止 

公害を未然に防ぐため、立地企業との公害防止協定締結を図り、企業による水質検査等が行われるよ

う、定期的な監視活動や指導を行うとともに、無公害型の環境にやさしい企業の誘致に努めます。 

また、騒音などの近隣公害が起こらぬよう、生活マナーの向上を促します。 
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（主な事業） ○ 資源再利用物回収奨励金事業 

○ 環境セミナーの開催 

○ 環境保全団体育成事業 

○ クリーンウォーキング等の開催 

（数値目標）  現状値(平 21） 目標値(平 22) 目標値(平 27)

 ◇青年林業士 0 人 7 人  2 人 
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基本施策② 美しい川の環境を維持する 
基本施策番号 

20 

【生活課題】 川が汚れておらず、魚がいて、川遊びができるような環境がある 

 

≪現状と課題≫ 

本市には、木津川、服部川、柘植川などの一級河川があり、これらをはじめとする市内の河川は淀川

水系の 上流部にあたります。河川は、雨が山や野に降り流れ下って海に至り、蒸発してまた雨となる

大きな水環境の重要な一部を担います。下流に住む人々と河川に対する意識を共有し、水質や流量、環

境を守り、健全な水環境を築いていくことが、上流に住む市民の使命と言えます。 

また、河川は多様な生物の生息・生育の場であるとともに、市民にとっても憩いややすらぎの場とも

なり、うるおいある生活環境の舞台として重要な役割を担うようになってきています。近年、河川の水

質汚濁や不法投棄などに対する市民の関心が高まり、地域住民による河川の水質保全、河川美化等に関

する活動が盛んになっています。市民が「美しいと感じられる川」、「大切にしたい川」となるよう、河

川愛護の意識をより一層高め、市民による自主的な活動を活発にしていくことが必要です。 

一方、本市は、古くから洪水による被害にも悩まされてきました。河川との共生を図っていくために

も、上野遊水地事業、木津川上流域の河道改修や川上ダム建設事業による氾濫の未然防止を図りながら、

生態系や景観、親水性にも配慮し、人びとの暮らしに密接した河川環境の保全・整備を進めることが求

められます。 

 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  河川環境の保全・整備 

健全な水環境の構築に向けて、国・県との連携を図り水系全体としての取り組みを進めるなかで、川

の水質や水生生物等の生態系、水と緑の景観などを守るとともに、河川それぞれの特性に配慮しながら、

危険箇所を中心に河川改修を進め、あわせて親水性を高めることにより、人びとの暮らしに密接な関わ

りを持つ河川空間の保全・整備を図ります。 

 

施策２  川に親しむ活動の促進 

市民の河川愛護意識を育て、川に親しめるよう、川を舞台にした自然保護や環境学習の活動を促進す

るとともに、川を通じた交流活動を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○ 河川等整備事業 
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政策５ 暮らしを支える生活環境の整ったまちづくり 

基本施策① 安全でおいしい水道水を安定供給する 
基本施策番号 

21 

【生活課題】 水が美味しい 

 

≪現状と課題≫ 

三重県により行われてきた伊賀水道用水供給事業が、平成２１（２００９）年３月末、１０年の歳月

を要して完了しました。これに伴い、ゆめが丘浄水場が稼動し、これまでの水道事業区域を越えた給水

が可能になりました。その後、平成２２（２０１０）年４月１日には伊賀水道用水供給事業で整備され

たすべての施設の譲渡を受け、市の施設として運転を行っています。 

本市の水道事業は、平成２２（２０１０）年４月１日、３つの上水道事業と８つの簡易水道事業、伊

賀水道用水供給事業を統合し、伊賀市水道事業として運営が始まりました。これにより合併時からの懸

案事項であった料金や負担金をはじめとした制度についても統一しました。 

このように浄水機能、給水機能、事業運営体制を強化しつつ、水源については表流水、伏流水、そし

て地下水に頼っていますが、どれも満足できるだけの水量の確保にはいたっていません。このため、給

水区域の拡大、新たな水需要への対応や長期的に安定した生活用水を供給するためには川上ダムに新た

な水源を求め、水道事業の合理化や効率化を図り、水道の広域化を推進することは必要不可欠であると

ともに、今後とも更に安心、安全な水道水を安定供給するため、危機管理体制や水質検査体制、維持管

理体制の充実を進めなければなりません。 

 

 

■水道事業の概要 

  単位 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度

行政区域内人口 人 103,005 102,550 101,906 101,092 100,566

現在給水人口 人 99,628 99,851 100,007 99,448 98,942

給水普及率 ％  96.72 97.37 98.14 98.37 98.39

年間総配水量 千㎥  14,260 14,396 14,617 13,823 14,803

年間総有収水量 千㎥  12,400 12,280 12,239 11,959 12,180

有収率 ％  86.96 85.30 83.73 86.52 82.28

 

※「行政区域内人口」は、住民基本台帳人口と外国人登録者数の合計 資料：地方公営企業決算状況調査表

 

≪施策の方向≫ 

施策１  水道水源の安定確保 

川上ダムの整備を推進するとともに、現在の水源の保全を図り、原水を安定して取水できるよう努め

ます。 

 

施策２  水道事業の広域化と健全運営 

水道広域化促進事業等を実施し、水需給不均衡の解消、合理的な施設管理と整備計画、管理体制の効

率化を図り、水道事業の広域化を推進するとともに、水道未普及地域の解消に努めます。 
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施策３  水道施設の充実 

不安定で小規模な水源や送配水管を含む各種施設の老朽化など、施設運営に苦慮していることから、

耐用年数を経過した各種施設の更新や耐震補強など施設の整備を図ります。また、危機管理体制や水質

管理体制の充実により安心、安全の確保に努めます。 

 

施策４  節水意識の高揚 

水は有限であり貴重であることを啓発し、市民の節水への取り組みと意識を高めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○ 水道広域化促進事業 

○ 啓発事業（水道週間・月間） 

（数値目標）  現状値(平 21） 目標値(平 22) 目標値(平 27)

 ◇上水道及び簡易水道有収率 82.3％ 87.2％  86.7％ 

 ◇上水道及び簡易水道給水普及

率 

 98.4％ 99.3％  99.9％ 
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基本施策② 全市的に生活排水処理施設を整備する 
基本施策番号 

22 

【生活課題】 全市的に、下水道が整備されている 

 

≪現状と課題≫ 

近年の社会経済活動や生活水準の向上等に伴う、川や海などの公共用水域の水質汚濁については未だ

その解消には至っていません。川や海に対し多大な影響を与える生活排水は、文字通り生活に関わって

家庭から排出される台所、洗濯、風呂などの排水のことです。生活排水対策は、単に市内だけの問題で

はなく流域全体の水質保全に関わる重要な課題であり、下流域に対する配慮の意味合いからも、今後と

も積極的な取り組みが求められています。 

このため、生活排水とし尿を合わせて処理する、公共下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽等の生

活排水処理施設の整備について、それぞれの地域特性に対応した整備手法を選択し、計画的に整備を推

進することが必要であり、平成１７（２００５）年度に策定した生活排水処理施設整備計画をもとに整

備を行ってきました。 

しかしながら、下水道の整備には多額の費用と長期の期間が必要であり、人口の減少や高齢化など処

理施設の整備を取り巻く環境は変化しています。このことから処理区域の見直しや個別処理方式に転換

するなど、現状を踏まえた生活排水処理施設整備手法に変更していく必要が生じています。 

これらのことから、今後、整備計画を一部見直し、公共下水道や農業集落排水の事業推進を図ります。 

また、公共下水道計画区域、農業集落排水計画区域以外の地域においては、合併処理浄化槽を設置し、

公共用水域の水質保全に努めなければなりませんが、それ以上に、水の使用方法や洗剤対策など生活様

式を見直し、河川に負荷を与えないようにすることが重要です。 

し尿・浄化槽汚泥は、市直営（し尿）と許可業者（し尿・浄化槽汚泥）で収集し、し尿処理施設で処

理をしていますが、今後とも適正な処理をするため、施設の維持管理や整備の必要があります。 

 

 

■生活排水処理施設整備率 

  平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度

伊賀市 59 64 64 66 66 

三重県 68 72 73 75 77

資料：三重県環境森林部水質改善室

 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  生活排水処理施設整備の推進 

生活排水処理施設整備を効率的かつ適正に実施していくため、生活排水処理施設整備計画の一部見直

しにより、それぞれの地域特性に対応した整備手法を選択し、地域への推進を行い、計画的に整備を進

めます。 
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施策２  公共下水道の推進と整備 

市街地の健全な発展と公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質を保全するため、上野処

理区などの具現化に向けた公共下水道事業の推進をはじめ、小規模な下水路事業などの整備・推進を図

るとともに、施設の良好な維持管理を行います。 

 

施策３  農業集落排水の推進と整備 

農業集落における農業用用排水の水質保全、農業用用排水施設の機能維持、農村生活環境の改善を図

り、あわせて公共用水域の水質を保全するため、農業集落排水事業の整備・推進を図るとともに、施設

の良好な維持管理を行います。 

特に、事業実施中の地区の早期完成と未着手地区の実施に向けた推進を行います。 

 

施策４  合併処理浄化槽の設置促進 

公共下水道計画区域・農業集落排水計画区域以外の地域においては、合併処理浄化槽を設置し、公共

用水域の水質保全に努めます。 

 

施策５  し尿処理施設の整備 

し尿処理が適正に処理が行えるよう、し尿処理施設の計画的な整備や適切な管理に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○ 生活排水処理施設整備計画改訂事業 

○ 公共下水道事業 

○ 農業集落排水事業 

○ 浄化槽設置整備事業 

○ 浄化槽市町村整備推進事業 

○ し尿処理施設整備補修事業 

（数値目標）  現状値(平 21） 目標値(平 22) 目標値(平 27)

 ◇公共下水道事業整備計画人口 16,630 人 16,800 人  17,887 人 

 ◇農業集落排水事業整備計画人

口 

13,750 人 17,500 人  19,683 人 

 ◇市町村(公共)設置型設置基数 177 基 490 基  300 基 
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政策６ 環境にやさしい循環型のまちづくり 
基本施策① もったいない精神を持ち続け、環境にやさしい社会を 

つくる 

基本施策番号 

23 

【生活課題】 若い人や子どもも含め「もったいない」という考え方を持っている 

 

≪現状と課題≫ 

「もったいない」という日本語が外国で紹介されるように、わが国の生活習慣は、ものを大切にする

ことを美徳としてきました。しかし、高度成長期の大量生産・大量消費の時代を経て、「もったいない」

の意識は薄れ、それとともにさまざまな環境問題が生じており、改めて循環型社会の構築が問われてい

ます。 

本市においても、学校教育や社会教育の場において環境教育を進め、環境保全に対する意識の高揚を

図っています。特に草の根的な出前講座をはじめ、各小学校を通じエネルギー教室や親子環境ツアーな

どの企画や３Ｒ8を推進することにより、市民全体の環境意識は徐々に高まっています。 

更に、消費生活を通じて環境保全や地域振興に貢献しようという取り組みが広がり、グリーン購入9や

地産地消といった運動として展開されています。 

今後、深刻化していく地球環境問題をはじめ、身近な自然と生活環境に関わるさまざまな問題に対す

る市民の関心を高め、環境にやさしい社会をつくるための実践へとつなげていくことが重要です。 

 

■ごみ処理の実績 

 

  

資料：人権生活環境部清掃事業課 

 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  環境教育・環境学習の推進 

恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全かつ持続的な経済発展の社会を構築するた

めには、環境保全に関する理解を深めていくことが大切であり、環境保全活動への積極的な参加を促し、

一人ひとりのやる気に直接結びつくような情報や、体験の機会を提供するなどの環境教育・環境学習の

推進を図ります。 

 

                                                  
8 ３Ｒ：リデュース（Reduce）：減らす、リユース（Reuse）：繰り返し使う、リサイクル (Recycle)：再資源化、の３つ

の語の頭文字を取った言葉であり、資源の循環のためのキーワード 
9 グリーン購入：企業や自治体などが、物やサービスを購入する際に、環境に配慮した製品やサービスを優先的に購入す

ること 

（ｔ） 

34,460 34,243
36,489

33,916

28,538 27,592

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

ごみ処理数（t）
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施策２  生活様式の見直しの啓発 

生活のなかから生み出した「もったいない」精神を大切にし、循環型社会の構築を目指すため日常生

活の見直しを進め啓発します 

 

施策３  環境にやさしい消費生活の促進 

グリーン購入や地産地消などの消費者運動を促進し、フードマイレージ10を抑えるなど環境にやさし

く、地域に貢献する消費生活を普及させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○ 自然環境体験学習事業 

○ 環境セミナーの開催 

○ ３Ｒ運動啓発事業 

                                                  
10 フードマイレージ：食料の総重量と輸送距離を掛け合わせたもの イギリスの消費者運動家ティム・ラング氏が提唱

した Food Miles を起源とする考え方 食料の生産地から消費地までの距離が長いほど、輸送にかかる燃料消費や二酸化

炭素排出量が多くなり、環境に対する負荷が大きいため、地産地消を推進する大きな根拠ともなる。 
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政策７ 環境への取り組みが進むまちづくり 

基本施策① ごみを減らす生活を送る 
基本施策番号 

24 

【生活課題】 ごみを出さないようにするという意識を皆が持っている 

 

≪現状と課題≫ 

生活水準の上昇と生活の利便性が向上している現代社会においては、日常生活や事業活動から生ずる

過大な環境負荷のため、大量生産・大量消費・大量廃棄型社会の在り方そのものを持続可能な循環型社

会へと変革する必要があります。 

このような状況のなか、国では、廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用を確保するため平成１０（１

９９８）年６月に特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）を定め、家電４品目のリサイクルが

行われ、更に平成１５（２００３）年１０月から、資源有効利用促進法に基づくパソコンのリサイクル

が行われています。 

また、本市においても循環型社会の構築を目的として、平成１４（２００２）年１０月からの可燃ご

みのＲＤＦ11化をはじめ、資源ごみの分別によるごみの減量化・再資源化を徹底し、容器包装リサイク

ル法に基づく収集体制の整備や生ごみ処理容器購入に対する助成により、市民の環境に対する意識の向

上を推進してきました。 

一方、処理施設の整備においては、平成２０（２００８）年１０月に伊賀南部クリーンセンターを開

設し、また、伊賀北部地区においても、平成２２（２０１０）年７月にさくらリサイクルセンター内に

資源化ごみ処理施設を開設し、どちらの施設も可燃物・不燃物を一元化した管理体制の下、処理を行っ

ています。今後、施設の更新等を踏まえた清掃施設のあり方について検討する必要があります。 

ごみの減量、リサイクルについては、地域環境はもとより、地球環境の保全とあわせて今後も更に大

きな役割を担うこととなります。市民・地域・行政が一体となった廃棄物の３Ｒ12の取り組みを進めて

いくことが不可欠です。循環型社会の実現を目指し、環境負荷の低減を図ることが必要です。 

 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  一般廃棄物処理計画の策定 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定により、長期的視点に立った一般廃棄物処理基本計画

〔ごみ編〕に基づき、一般廃棄物の収集、運搬、処分について定めた一般廃棄物処理実施計画を毎年度

策定し、効率的な収集と適正処理に努めます。 

 

施策２  ごみ減量化への取り組みの推進 

ごみ減量・リサイクル等推進委員と協力し、ごみ減量に向けた市民意識を高めるとともに、全市的な

ごみ減量の取り組みを進めるため、地域や事業所なども含めたごみ減量・リサイクル活動を促進します。 

 

                                                  
11 ＲＤＦ：ＲＤＦとは、Refuse Derived Fuel の略でごみ固形化燃料の意 廃棄物を圧縮、固形化し、燃料にしたもの 
12 ３Ｒ：64 ページ参照 
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施策３  資源ごみリサイクルの推進 

資源ごみリサイクル施設における適正処理と廃棄物の再資源化を進めます。 

 

施策４  ごみ処理施設の運営 

伊賀北部地区のごみ燃料固形化施設、資源ごみ処理施設並びに伊賀南部地区のクリーンセンターにお

ける処理施設の適正管理に努めます。 

また、将来的な施設の更新等を見据え、清掃施設のあり方等を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○ 一般廃棄物処理基本計画策定事業 

○ 指定ごみ袋制度の運用 

○ 生ごみ処理容器購入補助事業 

○ 資源再利用物回収奨励金事業 

○ 一般廃棄物減量等推進事業 
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基本施策② 地球環境にやさしい生活を送る 
基本施策番号 

25 

【生活課題】 地球温暖化防止に向けて住民が意識を持っている 

 

≪現状と課題≫ 

地球温暖化や酸性雨など地球規模の環境問題が深刻化してきています。地球温暖化は、二酸化炭素等

の温室効果ガス13の排出が原因となっています。また、身近な生活環境のなかでも違法な焼却（野焼き）

によりダイオキシン類14などの有害物質を発生させ、健康被害はもとより地球環境にも影響を及ぼして

おり、地域ぐるみの監視体制の強化と環境保全への啓発が求められています。このように日頃から営ん

でいるあらゆる社会活動を「地球にやさしい行動」へと見直す必要があります。 

今、私たち一人ひとりの身近な取り組みが「自然との共生」、「地球環境の維持保全」の視点に立ち、

健全で豊かな環境の恵沢を適切に継承していくため、複雑・多様化する環境問題を解決し、環境への負

荷の少ない快適な自然共生都市の創造を目指していくためにも、住民・事業所・行政がそれぞれの意識

や行動を見直していかなくてはなりません。 

 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  地球温暖化防止に向けた取り組みの推進 

地球規模の環境問題に率先して取り組むため、市民、事業所、行政の参画による地球温暖化防止のた

めの地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を計画的に推進します。 

また、アイドリングストップ15、公共交通機関の利用などによる省エネルギーや、太陽光発電、小型

風力発電、家庭用燃料電池などのクリーンな代替エネルギーの使用、省エネ家電、ハイブリッド車16、

電気自動車などの環境負荷の低い商品やグリーン商品の購入、菜の花プロジェクトの推進など、一人ひ

とりができることから、市民、事業所、行政が協力して地球にやさしい取り組みを進めます。 

 

施策２  新エネルギー等の導入 

地球温暖化の防止や、豊かな自然を次世代に引き継ぐため、太陽光発電や風力発電などの自然エネル

ギー等の導入を図るとともに、今後の循環型社会を目指すうえで廃棄物の有効活用を図るため、バイオ

マス17エネルギーの活用も推進します。 

 

                                                  
13 温室効果ガス：太陽からの熱を地球に封じ込め、地表を暖める働きを持つ大気中の二酸化炭素やメタンなどのガスの

こと 
14 ダイオキシン類：猛毒で発がん性を持つと言われる、ポリ塩化ジベンゾダイオキシンの他２種類の総称 
15 アイドリングストップ：信号待ちや駐停車の時などに、エネルギー使用の低減、大気汚染物質や温室効果ガスの排出

抑制のために自動車のエンジンを停止させること 
16 ハイブリッド車：動力源としてエンジンとモータ－を組み合わせることで、省エネルギーと低公害を実現した自動車

のこと 
17 バイオマス：８ページ参照 
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（主な事業） ○ 地球温暖化対策実行計画（区域施策編）推進事業 

○ 省エネルギー対策等の温暖化防止啓発事業 

○ バイオマス推進事業 

○ 太陽光発電システム等の導入促進 
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基本施策③ 環境問題などに協働して取り組む 
基本施策番号 

26 

【生活課題】 ダイオキシン汚染など、長い時間がたたないと分からない問題にも、 

       住民が意識を持っている 

 

≪現状と課題≫ 

産業廃棄物による有害物質、ものを燃やすことで発生するダイオキシン類18などの環境問題は、近年

明るみに出ることが多くなり、以前よりも住民に不安が広がっています。 

現在、市内では、産業廃棄物の中間処理施設が５９か所、 終処分場が４か所ありますが、産業廃棄

物の問題は、有害汚染物質が土壌や水、大気中に広がり、住民の健康被害を引き起こすおそれもあるこ

とから、適正処理がなされるよう、県と市の連携による十分な監視・指導が必要です。 

一方、周囲を山林で囲まれた本市においては、ごみの不法投棄の問題があります。このため、山間部

の道路沿いなどを中心にパトロール活動を実施しているものの、不法投棄は後を絶ちません。今後は、

市民ぐるみで監視の目を光らせることによって、抑止力を働かせるとともに、通報・摘発の体制を強化

していくことが重要です。 

こうした環境問題は、一朝一夕に解決するものではありません。長い目で、市民と事業所、行政が協

働し、じっくりと取り組んでいくことが求められています。 

 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  環境基本計画の進行管理 

市民・事業所・行政の主体ごとの役割や環境行政を再確認するとともに、毎年度、各種施策を推進す

るための事業や取り組みを明らかにし、継続的な改善を行いながら環境基本計画の適正な進行管理に努

めます。 

 

施策２  産業廃棄物の適正処理の促進 

産業廃棄物の処理が適切になされるよう、県など関係機関と連携し、監視・指導を行います。また、

地域住民と連携し、生活環境の整備に取り組みます。 

 

施策３  不法投棄防止対策の推進 

山間部を主とした定期的な監視パトロール等を実施するとともに、市民からの通報を受ける体制を確

立し、不法投棄等の摘発と適切な処理を行います。 

 

（主な事業） ○ 環境基本計画の進行管理 

○ 産業廃棄物 終処分場周辺環境整備事業 

○ 産業廃棄物 終処分場排出水水質検査事業 

○ ふるさとクリーンアップ事業 

                                                  
18 ダイオキシン類：68 ページ参照 
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政策８ 自然と調和し、秩序のあるまちづくり 

基本施策① 秩序のなかにもにぎわいのある都市空間をつくる 
基本施策番号 

27 

【生活課題】 街なかが整然としつつも、にぎわいを生んでいる 

 

≪現状と課題≫ 

本市は、旧上野市全域の１９５．２６km2 に上野都市計画区域が、また旧伊賀町の一部３８.４７km2

に伊賀都市計画区域、旧阿山町の一部３６．８９km2に阿山都市計画区域、そして旧青山町の一部４２．

４７km2に青山都市計画区域が設定されています。 

更に、上野都市計画区域では平成４（１９９２）年から市街化区域と市街化調整区域を明確に区分す

る区域区分制度を導入し、市街地に必要な都市施設や都市基盤の整備を集中的に推し進めるなど、良好

な市街化形成に努めてきました。 

しかし、上野都市計画区域のように市街化区域に開発圧力を誘導し乱開発を防ぐことで、周辺の自然

環境や生活環境を積極的に保護しようとする地域と、その他の都市計画区域のように区域区分のみなら

ず、土地利用誘導としての用途地域の設定もない都市計画区域や都市計画区域の設定のない地域が混在

しています。地形等の自然的条件、通勤・通学・買い物・通院等の日常生活圏、社会・経済的な区域の

一体性から、本市は、一体の都市であると考えられるため、市域における一体的なまちづくりに向けて、

都市マスタープランと調整をしつつ、都市計画区域の再編と全市統一した制度の導入が課題となってい

ます。 

また、中心市街地では住民の郊外流出による局地的な人口の減少、少子高齢化や商業機能の低迷によ

る地域核としての求心力の低下、城下町としての往時を偲ばせる町並みや歴史的な建造物の喪失といっ

た状況が進んでいます。このため、平成２０（２００８）年度に策定した「中心市街地活性化基本計画」

に基づき、本市の顔として商業・観光の活性化による賑わいの創出を図るとともに、市街地に住まう市

民の暮らしを基本としたコンパクトなまちづくりを推進していく必要があります。 

更に、地域の特色を活かした個性あるまちづくりに考慮しながら、うるおいと魅力に満ちた都市景観

の形成や都市施設整備などによる都市機能の集積・高度化、都市防災機能の強化等を図っていく必要が

あります。 
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■都市計画道路の現状 

整備状況（ｍ） 
路  線  名 

計画決定 

延長（ｍ） 改良済 概成済 未整備 

改良率 

（％） 
備考 

名阪国道 6,780 6,780   100 国道 

伊賀上野駅八幡町線 4,990 4,465 525 89 国道 

丸之内久米線 1,317   1,317 0 市道 

服部橋新都市線 6,670 5,152 120 1,398 77 国道・県道・市道 

車坂長田橋線 5,240 1,805 1,850 1,585 34 国道・市道 

田端新居線 3,860 660   3,200 17 市道 

小田八幡町線 6,530 2,205 2,047 2,278 34 国道・県道・市道 

伊賀上野橋新都市線 8,820 8,620 200 98 国道・県道・市道 

緑ヶ丘西明寺線 1,911   1,911 0 市道 

大阪上野線 4,290 4,290 0 国道・県道 

南平野木興線 3,960 3,455   505 87 県道・市道 

守田四十九線 1,122   1,122 0 市道 

新都市環状線 1,500 1,500   100 市道 

市部下友生線 2,320 2,320   100 県道 

中川原樋之口線 880 880   100 市道 

服部北平野線 960 960   100 市道 

新都市１号線 990 990   100 市道 

上野丸之内駅前広場線 100   100 0 市道 

 

合     計 62,240 39,792 9,032 13,416 0   

（平成 22(2010)年 3 月 31 日現在）                             資料：産業建設部都市計画課

 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  都市計画区域の再編と全市統一した土地利用制度 

本市の将来展望に立った望ましい都市形成を図るための土地利用の基本方針や地域別のまちづくり

方針を実現するため、都市マスタープランに基づき都市計画区域の再編を行い、全市統一した土地利用

管理手法の策定を目指します。 

 

施策２  地区まちづくり構想の推進 

交通結節点に位置する駅周辺地区においては、適正な土地利用を図りつつ地域の秩序ある発展を目指

した計画を作成して、自然環境と調和した「にぎわい」の場の創出に努めます。 

また、貴重な歴史資源や城下町の落ち着きのある佇まいなど、地域資源を有効活用し、本市の中心市

街地を、暮らし・にぎわいの場、都市の個性が体感できる場として再生を図るための整備を進めます。 
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施策３  都市施設の整備 

都市形成の基盤であり都市交通の骨格をなす街路の体系的整備を図るため、効率的な道路整備を進め

ます。また、幹線街路の整備に合わせた街路樹や公園、緑地などを計画的に整備し、バランスある配置

に努めます。 

 

施策４  中心市街地活性化に向けた一体的な整備 

本市の「顔」である城下町エリアにおいて、中心市街地活性化基本計画の基本方針である『歴史の佇

まいの中「歩くまち」』、『人が集まりにぎわう「元気なまち」』、『安心して暮らせる「生きるまち」』の

実現にむけた事業を推進します。 

上野市駅前地区においては、都市防災機能の強化等を図りながら、多目的空間を備えた駅前広場の整

備や市街地との歩行者ネットワークを円滑にするための安心・快適な道路環境の整備を一体的に進めま

す。また、交通ターミナルや市街地・観光地への回遊拠点としての交通ネットワーク機能と、生涯学習

センター、男女共同参画センター、保健センター、子育て包括支援センターの交流拠点機能、また、商

工業振興の拠点施設と魅力ある店舗による産業振興機能を相互補完する複合機能ビルを整備すること

により、本市の「新たな顔づくり」を展開することで「にぎわい」のある都市再生を図ります。 

三筋町を中心とした城下町地区においても公共公益施設の整備や、歩行者の回遊性を高める道路美装

化事業、ポケットパーク整備のほか、地域住民が憩い、集える広場や施設の整備を行います。また、地

域資源である歴史的な町並み、建造物の保全・活用支援による個性的で豊かな住宅環境の整備を図るこ

とにより、全ての世代が魅力を感じ、訪れたくなる、暮らしたくなるまちづくりを地域住民とともに推

進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○ 都市計画区域再編検討業務 

○ 伊賀神戸駅前周辺整備事業 

○ 中心市街地活性化事業 

○ 上野市駅前地区第一種市街地再開発事業 

○ 都市再生整備計画事業（うえのまち地区） 

○ 街なみ環境整備事業 

（数値目標）  現状値(平 21） 目標値(平 22) 目標値(平 27)

 ◇都市計画街路整備 39.7km 40.0km  40.1km 

 ◇市街地再開発整備 0ha 1.1ha  1.1ha 

 ◇道路美装化整備延長 800m(平 22） （新規） 3,800m 
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基本施策② 緑化を進め、公園や緑地を整備する 
基本施策番号 

28 

【生活課題】 まちに緑がたくさんある 

 

≪現状と課題≫ 

本市における都市公園は２７か所設置されており、全体面積は８２．１２ha を占め、一人あたりの公

園敷地面積は８．１㎡となっています。 

この敷地面積は、都市公園法施行令で定められた敷地面積の標準である１０㎡以上を満たしてはいま

せんが、地域の交流の場として活用されている都市公園として位置付けのない運動公園や景勝公園、森

林公園などの既存公園が数多く存在することから、全体としての設置基準は十分満たされています。 

また、同施行令では、市街地の都市公園の当該市街地の住民１人あたりの敷地面積の標準は５㎡以上

とすると定められていますが、市街地と考えられる人口集中地区（ＤＩＤ）19内においても敷地面積は

１３．１ha であり、住民一人あたり５．８㎡/人とこの基準を上回っています。 

近年では、特に市街地において公園、緑地、広場は、人々のレクリエーションの場を提供し、生活に

うるおいと安らぎを与えるとともに、災害時の避難場所や都市環境の改善等、多様な機能が求められて

おり、今後これらの状況を踏まえ計画的な施設整備と適正な維持管理を行う必要があります。 

 

                                                  
19 人口集中地区（ＤＩＤ）：ＤＩＤとは Densely Inhabited District の略 人口密度 4,000 人/k ㎡以上で 5,000 人以上

が集まっている地域 
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■都市公園・緑地の状況 

種類  種別  名称  
計画決定 

面積 

開設 

面積  

設置 

年月日 

都市基幹 運動公園 上野運動公園 9.30ha 9.28ha S25.7 

都市基幹 運動公園 しらさぎ運動公園 7.60ha 1.36ha S63.6.1 

都市基幹 総合公園 上野公園  12.70ha 12.60ha S31.10.15

都市基幹 総合公園 上野東公園  13.40ha 7.99ha S11.4.1 

住区基幹 地区公園 上野南公園  17.30ha 12.26ha H11.4.1 

住区基幹 近隣公園 くれは水辺公園  2.00ha 2.00ha H14.7.1 

住区基幹 街区公園 前川公園  0.25ha 0.25ha S54.3.1 

住区基幹 近隣公園 青山中央公園  1.60ha 1.63ha S62.12.23

住区基幹 近隣公園 青山北部公園  1.20ha 1.16ha S62.12.23

小計（都市計画決定公園） 65.35ha 48.53ha   

特殊公園 歴史公園 鍵屋の辻史跡公園   0.50ha S53.10.1 

特殊公園 風致公園 芭蕉の森公園   0.84ha H2.8.30 

住区基幹 街区公園 下郡児童公園   0.18ha S56.12.1 

都市緑地 都市緑地 岩倉峡公園   22.20ha H4.7.1 

住区基幹 街区公園 とりで公園（１号街区公園）   0.25ha H11.11.1 

住区基幹 街区公園 風の丘公園（２号街区公園）   0.25ha H11.6.6 

住区基幹 街区公園 つりばし公園（３号街区公園）   0.25ha H11.6.6 

住区基幹 街区公園 天の川公園（４号街区公園）   0.25ha H11.11.1 

都市緑地 都市緑地 ゆめが丘１号緑地   2.15ha H13.2.1 

都市緑地 都市緑地 ゆめが丘２号緑地   1.88ha H13.2.1 

都市緑地 都市緑地 ゆめが丘３号緑地   1.96ha H13.2.1 

都市緑地 都市緑地 ゆめが丘４号緑地   1.18ha H13.2.1 

都市緑地 都市緑地 ゆめが丘５号緑地   0.47ha H13.2.1 

都市緑地 都市緑地 ゆめが丘６号緑地   0.58ha H13.2.1 

都市緑地 都市緑地 ゆめが丘７号緑地   0.05ha H13.2.1 

住区基幹 街区公園 さくら公園   0.27ha H14.11.1 

住区基幹 街区公園 みずき公園   0.14ha H15.6.2 

住区基幹 街区公園 もみじ公園   0.19ha H16.5.25 

小計（都市計画決定のない公園）   33.59ha   

 

合計（都市公園） 65.35ha 82.12ha   

（平成 22(2010)年 3 月 31 日現在） 資料：産業建設部都市計画課
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≪施策の方向≫ 

施策１  身近な公園の整備 

市街地などにおける市民生活にうるおいをもたらし、かつ地域防災の拠点となる身近な広場や市民緑

地の整備を進めます。また、新規の宅地開発にあたっては、適正な公園・緑地等の配置について指導す

るとともに、地域と協働し、既存の公園・広場等の適正な維持管理に努めます。 

 

施策２  都市公園の整備充実 

市民の健康志向の向上や防災に対する意識の高まりなど、公園に求められる機能も多様化しているた

め、身近な親しみ易く魅力ある公園整備を進め、誰もが利用しやすい安全で安心な施設整備と適正な維

持管理に努めます。 

 

施策３  地域のシンボルとなる公園の整備 

各地域の住民自治協議会が策定した「地域まちづくり計画」において位置付けられている地域のシン

ボルとなる公園について、「地域まちづくり計画」の推進と歩調を合わせながら整備を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○都市公園安全・安心対策総合支援事業 

○都市公園事業 しらさぎ運動公園整備事業 

（数値目標）  現状値(平 21） 目標値(平 22) 目標値(平 27)

 ◇市民緑地の設置数 3 か所 5 か所  4 か所 

 ◇都市公園面積 82.1ha 83.0ha  88.7ha 
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基本施策③ 伊賀市らしい景観を守り、活かす 
基本施策番号 

29 

【生活課題】 田園風景や城下町に伊賀らしさを感じられる 

 

≪現状と課題≫ 

平成１７（２００５）年６月に景観法が施行され、美しく、優れた景観を守り、つくり出していくこ

とが、市民と行政の責務となり、地域景観への積極的な取り組みが求められています。 

豊かな自然景観や農村地域の原風景を保全するため、地域住民が主体となって「いぶし瓦の常夜灯」

や「水車小屋」など、田園景観を創造する取り組みの促進に努めてきました。また、平成１８（２００

６）年１２月に、三重県内初の「景観行政団体20」となり、景観法に基づき「ふるさと風景づくり条例」

を施行しました。 

この条例において設定された重点風景地区は、城下町として伝統と風格のある佇まいや建築物の保全、

あるいは歴史文化や風土との調和に配慮したまちの景観形成を図るため、「伊賀街道沿線地区、大和街

道沿線及び寺町地区景観計画」により個性と魅力あるまちづくりの推進に努めています。更に、市全域

においても景観計画区域として「景観計画」に沿って支援していくことが非常に大切です。 

今後のまちづくりでは、個性を発揮するうえで景観の果たす役割が非常に大きいと言えます。本市の

個性として、また、各地区の個性として景観を守り、活かす活動を育て、支援していくことが非常に大

切です。 

 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  景観保全意識の啓発 

「景観計画」や「伊賀街道沿線地区、大和街道沿線及び寺町地区景観計画」の周知を図るとともに、

その積極的な運用に努め、地域の個性となる景観の重要性について、市民の意識高揚を図る情報提供や

啓発活動を行います。 

 

施策２  地域の特色を活かした景観の整備 

自然と調和がとれた農山村の原風景を大切にした地域の特色ある風景、城下町としての伝統と風格の

ある佇まいや建造物の保存、あるいは、宿場町としての魅力や歴史文化、風土との調和に配慮した地域

の景観形成を図るため、景観法やふる里風景づくり条例に基づき、地域の特色を活かした本市らしい個

性ある景観の形成に努めます。 

また、豊かな自然の景観を活かした「ふるさと」の原風景を次代に引き継いでいくため、風景を地域

資源として認識し、地域住民との協働による整備や保全、活用を促します。 

 

                                                  
20 景観行政団体：景観法に基づき、良好な景観形成のための具体的な施策を実施していく自治体のこと 都道府県・政

令指定都市・中核市は自動的に景観行政団体となり、その他の市町村は知事との協議・同意により景観行政団体となるこ

とができる。景観行政団体として出来ることは、（1）景観計画の策定（2）景観重要建造物、樹木の指定（3）景観協定の

認可などがある。 
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（主な事業） ○ 市街地整備推進事業 

○ 街なみ環境整備事業 
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基本施策④ 伊賀市らしい住まいと居住環境を創造する 
基本施策番号 

30 

【生活課題】 伊賀市の特徴に合った住まい方が実現できる 

 

≪現状と課題≫ 

住宅は、市民が健康で文化的な生活を営むための基盤であり、住宅施策は人口の安定を促進するうえ

でも重要な役割を持つものです。こうした視点から、居住ニーズの変化に対応した豊かでゆとりのある

住環境を実現しなければなりません。 

各地域の自然や歴史的、文化的風土などの特性に配慮しながら、個性ある住環境の整備と合わせて、

地域の発意と創造に基づく質の高い住宅建設を促進し、また、歴史や文化の薫る建築物や町並みの保全

整備に努め、将来の資産として若い人たちが定住し継承しうる優れたまちづくりに取り組む必要があり

ます。 

また、近年では、公営住宅に求められる役割は、住宅に困窮する低所得者のための住宅供給といった

視点だけでなく、高齢者や障がいのある人の居住安定の確保、子育て環境の充実、環境共生への対応、

持続可能な住宅ストック21の形成といったように、多様化、高度化してきています。一方、本市の公営

住宅については、建築年月が相当経過しているものが多く、住宅そのものの老朽化が著しい状況にある

ため、本市全体の公営住宅の在り方や今後の活用方法などについて、検討しなければなりません。この

ような住宅事情の特性や公営住宅の現状を踏まえ、公営住宅の既存ストックの適切な活用を図りつつ、

計画的な住宅政策を推進する必要があります。 

 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  地域に合った住宅施策の推進 

自然環境、伝統、文化など地域の特性を活かし、若い人たちが定住し、将来の資産として継承しうる

質の高い居住空間を維持・整備することにより、住宅や住環境について地域の発意と創造による本市ら

しい個性的で快適かつ安全な住まいづくりを推進します。 

また、地域特性の活用とともに、高齢者や障がいのある人の居住安定の確保、若年層定住、子育て支

援環境の充実、環境共生への対応、持続可能な住宅ストックの形成や計画的な修繕などによる長寿命化

対策といったように、多様化、高度化する居住ニーズに対応するため、住生活基本計画22を策定します。 

 

施策２  公営住宅の整備充実 

地域需要や設備の老朽化に応じた公営住宅の建て替えや設備の修善、高齢者や障がいのある人に対応

したバリアフリー23化などは住生活基本計画に基づき、ストックの活用に関わる改善・整備を図ります。 

 
                                                  
21 ストック：備蓄や在庫など、ある一時点に存在するもの また、住宅ストックといった場合、特に社会資産として側

面に着目した現存する住宅のことを指す。 
22 住生活基本計画：平成 18（2006）年 6月に制定された住生活基本法に基づいた住生活の安定の確保及び向上の促進に

関して、基本的な方針等を定めるための計画 住まいづくりを進めるうえでの理念や目標、基本的な方向性を示すもの 
23 バリアフリー：38 ページを参照 
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施策３  住宅供給の推進 

若年層から高齢者に至るまでの多様なニーズに応えられるよう、民間活力の誘導や制度融資・補助制

度の活用促進などに努め、多様で良質な住宅供給を推進します。 

 

施策４  高齢社会にふさわしい住宅の整備推進 

高齢社会において高齢者の安全で安心した居住を確保するため、ユニバーサルデザイン24の視点に立

った福祉住宅の供給に向け、制度融資・補助制度の活用促進などに取り組むとともに、民間活力の誘導

に努め、指導･相談体制の充実、関連制度の活用促進を図ります。 

 

施策５  建築物の安全性の確保 

限定特定行政庁25として、建築基準関係規定に基づく建築確認の審査や建築指導を適正に行うことに

より、市民の生命、健康、財産の保護を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○ 高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業 

○ 地域優良賃貸住宅（高齢者型）供給促進事業 

○ 住生活基本計画策定事業 

○ 指定道路図及び指定道路調書作成事業 

（数値目標）  現状値(平 21) 目標値(平 22) 目標値(平 27)

 ◇若年層定住及び子育て支援住

宅整備・供給 

31 戸(平 22) 31 戸  36 戸 

 ◇高齢者向け優良賃貸住宅戸数 8 戸(平 22) 18 戸  8 戸 

 ◇建築確認完了検査率 85％ 88％  90％ 

                                                  
24 ユニバーサルデザイン：38 ページを参照 
25 限定特定行政庁：建築基準法関係の事務を行う役所を「特定行政庁」と言い、小規模な建築物（４号建築物）に限り

事務を行う役所を「限定特定行政庁」と言う。特定行政庁や限定特定行政庁は、自らが行う建築確認等の事務についてそ

れぞれが独立した権限を持つ。 
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