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現在までの検討経緯 報告 

 
■ 第１回検討委員会（１１月８日） 

○伊賀市都市マスタープランの将来構造及び土地利用方針について確認した。 

○制度設計の前提条件について協議を行い、事務局から提示した内容で了承された。 

○検討委員会の今後の進め方について、事務局からの提案に基づき、専門家のみ（１号，２号

委員）による小委員会で専門的議論を行うことが承認された。 

 
■ 第２回検討委員会〈小委員会〉（１１月１５日） 

○ 事務局案に基づく地域拠点等の具体的な区域、及び各区域の現状を確認した。 

○ 制度設計概要検討として、線引き、非線引きごとに運用上の課題及び活用案を検討した。 

 その中での主な意見は次のとおり。 

・線引きで統一する場合、法第 34 条第 11 号（市街地隣接・近接）で調整区域の規制を緩

和する方法が有力。ただし、伊賀市が開発許可権限を県より委譲されて、独自に法第 34

条第 11 号に基づく委任条例を策定することが前提となる。 

・法第 34 条第 10 号（調整区域地区計画）は現行制度では適用出来る内容が限られている

が、来年度に予定されている法改正がなされれば、地区計画の県同意は不要となり、立地

許容用途などを市町村独自の判断で検討できる可能性がある。そのようになれば、市独自

で運用指針を策定できるため適用が可能となる。 

・非線引きで統一する場合、平成１２年の法改正（線引きが選択制に移行）以後、線引きを

廃止した他市の例のような特定用途制限地域では、住宅の立地が規制できず、拡散防止に

つながらないため、伊賀市が目指している都市構造実現には限界がある。このため、他の

手法（自主条例等）を併用するなど検討が必要である。 

 
○ 第１，２回検討委員会において、以下に示す行政の検討すべき課題が提示された。 

 
検討事項 課題の概要 

制度運用体制の整

備 

線引きで統一し法第 34 条第 11 号を独自に運用する場合も、非線引きで自主

条例を導入する場合も、そのための運用体制の整備について検討が必要。 
自治協議会の機能

充実 

自主条例を導入する場合、市の住民自治基本条例に基づく地域まちづくり計

画と、本検討に係る地区ごとの土地利用調整計画との関係を明確にすること

が必要。また、自治協議会が中心となってまちづくりを進める上で、予算措

置等の支援をどのように考えていくか等の仕組みの検討も必要。 
拠点づくりに対す

る行政の姿勢 

下水道未整備の地域拠点等に対する優先的整備など、拠点づくりに対する行

政の明確な姿勢が必要。 
開発に伴う雨水排

水対策 

地域拠点等で開発を許容する場合に、調整池の設置が課題でありその対応が

必要。 
支所機能の維持 支所周辺に地域拠点を形成するにあたり、支所機能の維持が必要。 
公共交通（行政バ

ス等）の充実 

伊賀市全域での暮らしの維持を考えると、既存集落や郊外住宅団地等から地

域拠点等の生活拠点への移動手段の確保が課題。 
 

資料１ 
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■ 第１回庁内検討会議（１１月２２日） 

○第１，２回検討委員会の内容の報告を行い、庁内検討会議の役割等について確認した。 

○行政において検討すべき事項について協議を行い以下の点が議論され確認された。 

 ・下水道については現在検討中であり、当面の事業に新規地区として入れることは事業が進

行中のため難しいが、計画としては拠点地区を優先するなどの対応は考慮可能。 

 ・交通計画についても現在見直し中で、乗り換えの利便性や利便施設へのアクセスに配慮し

たルート設定等市民の要望を踏まえた検討を進めており、その中で将来都市構造も踏まえ

た検討も考慮可能。 

 ・拠点整備のための財源については、都市計画税の復活は難しいと考えるが、実際に社会資

本投入規模がどの程度かについて検討し対応が必要。 

 ・住民自治協議会には拠点がない協議会もあるので、拠点づくりは住民自治協議会と切り離

して考える事が適切。 

○今後のスケジュールについて報告し確認された。 

 
■ 第３回検討委員会（小委員会）（１２月６日） 

 ○土地利用区分の範囲と許容建築物等の考え方について、委員会で確認した。その中で県の委

員より、建物の分類区分や許容建築物について開発許可や建築確認との関係があるので別途

県と調整するよう提案された。また、小・中学校の配置については教育委員会との調整の必

要性が確認された。その他の内容についてはおおむね了承された。 

 ○線引き制度を活用した制度設計については、事務局より提案した法３４１１と法３４１０を

併用する仕組みについて協議され、ほぼ同意された。ただし、開発許可制度の技術基準や法

３４１０における地域同意の問題等ハードルが高く、今後の検討課題となった。 

 ○線引きに代わる制度設計についての事務局案については、特定開発事業の具体的内容の検討

の必要性、拠点まちづくり計画の行政対応の方法、地区まちづくり計画と住民自治協議会の

地域まちづくり計画との調整等の課題が指摘された。 

 ○制度設計内容の比較資料では、出来るだけ具体的に表現すること、行政の立場だけではなく

市民の立場でも考えること、土地利用区分毎に課題を整理するようにという指摘があった。 

 

■ 第４回検討委員会（１２月２４日） 

○土地利用区分の範囲と許容建築物等の考え方を議論し大まかに以下の点が確認された。 

①共通認識として、何でも有りという考え方は良くない。そのための対応として、ある部分

は地域で決める仕組みや市全体でオーソライズすれば許容できる仕組みなどが必要である。 

②公共交通の利便性等から考えれば、今後新たに作る施設は地域拠点等の拠点に整備するこ

とが重要で、そうすれば移動の制約も少なくなり、車を運転しなくとも移動しやすくなる。

しかし、地域の資源を利用した開発等についても市の活性化のためには重要であり、そのた

めに別途仕組みが必要である。 

そのほか、以下のような個別の意見が出された。 

 【立地可能施設の一覧表の修正に関する内容】 

・工場の社宅は、共同住宅に含む。（社宅も地域拠点等に誘導したい） 

・分家住宅は郊外住宅団地でも立地可とする。（Ｕターン、Ｊターンに対応） 

・社会福祉施設は特別養護老人ホームのような郊外部に立地が想定される施設と、デイサー

ビスなど拠点に誘導すべき施設に分ける。 

・農地里山地区、森林地区に今後温泉開発の可能性もあるため、宿泊施設等を△にする。 
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・農家民宿は農地里山地区、森林地区で△とする。（他のホテル・旅館とは別枠を設ける） 

・市民農園は、市民農園法に規定するものであることを明記する。 

・別荘について、事務局としては、別荘地開発等でインフラが整っているところでは既存建

築物と同じ扱いで建築可とし、山林分譲等新たにインフラが必要な場合には原則不可とし

たい。 

【その他】 

・地域の同意の方法として、住民自治基本条例に基づき、自治協を通じて単位自治会に下ろ

す手続きを踏むべき。 

○土地利用管理手法について、線引き制度を活用する場合、住民同意の条件から地区計画の策

定が困難と想定されること、50 戸連たんの要件に満たない既存集落が発生することなど、

制度運用上の課題も説明したが、特に線引き制度を活用する案について賛否などの明確な意

見はなかった。 

※地区計画の条件として提示した「２／３以上の同意」について、定義（母数が世帯数か地

権者数かなど）を確認することが指示された。 

○非線引きによる制度設計について、以下のような議論がなされた。 

・事務局案の「地区まちづくり計画」と住民自治基本条例の「地域まちづくり計画」は一本

化するのが望ましい。 

・地区まちづくり計画の策定は現実的に困難との指摘もあったが、今後住民自治の重要性が

増す中で、地域の合意形成を図りながら計画づくりを行っていくことが地域力を高めるた

めに必要との意見があり、地区まちづくり計画の必要性が概ね合意された。なお、計画策

定時には専門家派遣等の行政支援が必要との意見が出された。 

○制度の比較検討には、財政的な試算（地価の変動や税収の増減など）を可能な範囲で行うべ

きとの意見が出された。 

 

■ 第２回庁内検討会議（１月１２日） 

○第４回検討委員会の内容の報告を行い、土地利用区分の範囲と許容建築物等の考え方につい

て庁内での施設整備上問題がないか確認した。 

 ・既存建築物の扱いについて質問があり、既存施設の建て替えおよび 1.２倍までの増築は可

能という点を確認した。 

○制度設計２案について報告し、内容確認と行政上の問題点等について議論した。 

 ・制度内容の運用上財政的措置が必要な場合は、現総合計画の内容に配慮するように意見が

あった。 

 ・制度設計の内容が土地利用の管理だけではなく、まちづくり全般に広がっているため、そ

の点への配慮が必要という指摘があった。 

 ・制度選択をどのようにするかという質問があり、 終的には庁内会議で決定することを再

確認された。また、そのことに関連して以下の意見が出された。 

「選択するには専門的知識が必要なため、庁内検討会議のメンバーではなかなか判断が難

しいと思われる。このため、事務局（検討委員会）でどちらかに選択して、その内容につ

いて庁内検討会議で判断するようにする方がスムースではないか。」 
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■ 第５回検討委員会（１月２７日） 

  ・現在までの経緯の文章のなかの「公共交通の利便性等から考えれば、地域拠点等に固まっ

て住むことが重要で」という表現に対して、拠点への集中ばかり強調すると地域が見捨てら

れるような受け止め方をするので、その点への配慮が必要という指摘があった。 

この点については、委員長より「今後新しく作る施設はなるべく拠点へ集めよう」という

意味であり、そのように表現を修正するように指示があった。 

  ・土地利用区分の範囲と許容建築物等の考え方については、修正内容がおおむね確認された。 

   なお、線引き制度の際は、共同住宅や旅館・ホテルなど△の評価で、地域がその適否を判

断するような用途が、全市一律になることや建築物以外の迷惑施設が線引き制度だけでは規

制できないなどの問題が明らかになり、制度の柔軟性に問題があることが確認された。 

・制度設計２案についての内容確認を行い、それぞれの案について意見交換を行った。 

その中において、「非線引きで伊賀市の独自条例で対応する方法は制度に柔軟性があるが、

地域まちづくり計画の策定など、地域が本当に対応可能か不安がある。」という地域代表から

の懸念が出された。 

この不安に対して、委員長から「全ての地域で計画案を直ぐに作るのではなく、必要な地

域や策定可能な地域から順次策定していけば良いのではないか。」というアドバイスがあった。 

それらの意見交換をとおして、線引き廃止条例案においては、具体的な仕組みについても

う少し掘り下げた内容設計が必要な事が確認された。 

・その他の意見として、このような重要な内容の協議を検討委員会の限られたメンバーで行

う事への懸念が出され、「中間時点で何らかの地域への報告は出来ないか。」という委員から

意見が出された。この意見を受け、委員長から中間段階でのシンポジュームの開催について

の提案があり、事務局で検討する事となった。 

 

■ 第６回検討委員会（２月２１日） 

まず、委員会に先駆け、今回の検討委員会は、前回の検討委員会の「線引き廃止条例案にお

いては、具体的な仕組みについてもう少し掘り下げた内容設計が必要」という意見を踏まえて、

線引き廃止条例案について、より詳細な検討することが趣旨で、線引き廃止が決定したわけで

ないことが確認された。 

その上で、伊賀市の自主条例による方法について議論が行われた。その中での確認事項及び

今後検討が必要な事項は以下のとおりである。 

 

・土地利用区域線設定基準及び設定図については、既存集落及びその周辺の区域設定の考え

方について、「宅地及び道路に３辺以上接する土地」に限定するのは厳しすぎるのではとい

う意見が出され、実際の集落をモデルに次回検討することとなった。また、幹線道路沿道

地区については、委員より「伊賀コリドールは広域農道であり幹線道路沿道地区に位置づ

けるべきではない。」という意見や、「幹線道路全てで許容するのではなく、場所を明確に

特定すべきでは」という意見が出され、よりきめ細かな仕組みとして再度次回委員会で検

討することとなった。なお、郊外住宅団地については、「適法で開発された住宅団地は全て

郊外住宅団地と位置づける。」という事務局案が了承された。 

 

  ・まちづくりの内容と策定の仕組み（案）については、地区土地利用計画について地域での

策定の可能性ついて議論され、２／３の同意の難しさや地区外地主の扱いについて意見交

換した。また、策定単位を自治会でも可能としているが、その案について住民自治協議会
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で判断する事は難しいため、その関係についても明確にすることが必要であることが確認

された。また、拠点まちづくり計画を都市計画マスタープラン地域別構想としているが、

住民の提案で変更できるなど柔軟に変更可能な仕組みが重要であるという意見が出された。 

    後に、委員長より「行政より支援があれば、地区まちづくり計画はある程度地域で策

定可能ではないか。」というまとめがあり、次回再度残された問題・課題について検討する

こととなった。 

 

■ 第７回検討委員会（３月３０日） 

土地利用区分線の設定基準については、今回新たな議題として事務局より提示した市街地周

辺地区の取り扱いと前回からの宿題であった既存集落及びその周辺と幹線道路沿道の設定基準

について協議した。その概要は以下のとおりである。 

・市街地周辺地区の取り扱いについては、既存の施設は建て替えも 1,２倍までの増築も可能

であるから、現状の営業には問題ない。また、既存集落及びその周辺地区に区分されても、

低層の集合住宅や日用品店舗等は建設可能であることより、今後の人口減少社会を見据え

るのであれば既存の中心市街地の集積に影響を及ぼす恐れのある新しい商業・業務施設の

立地は規制すべきではないかという委員長のまとめがあった。しかし、２人の委員から服

部地区は既に大型店が立地し、広域的拠点の機能を現在果たしていることより、既存集落

に分類するには市民の理解が得にくいのではという意見がでた。 

  ・既存集落及びその周辺の設定基準では、既存集落内の農地は全て開発可能とするのが自然

で敢えて３辺接続の基準をつくる必要があるかどうか疑問がでた。また、都市計画区域外

でも同じ基準を採用すると道路位置指定が必要となるが、その際の道路の規定をどのよう

に考えるか今後検討が必要という指摘があった。 

  ・幹線道路沿道地区については、「大規模な流通業務施設等」の取り扱いが議論となった。し

かし、インターチェンジからの距離については、専門的で委員会で設定することは難しい

と委員長より指摘があり、再度事務局で提案することとなった。 

 

次に、まちづくり計画の内容と策定の仕組みについては、地区土地利用計画の仕組みについ

て議論がなされ、自治協で地域まちづくり計画に「土地利用と建物に関するおおまかな計画」

を位置付け、自治会単位を基本に地区土地利用計画を策定する仕組みについては、地域委員よ

りある程度の理解がえられた。しかし、２／３の同意の問題に対しては厳しすぎるという懸念

があり、兵庫県の例のように会長と市長が契約を結ぶような形態でどうかという提案がなされ

た。そのため、地区外地主の問題も含めて、再度検討が必要なことが確認された。 

  届出対象行為については、安曇野市の例のように全ての開発事業を対象にすべきという事務 

局案が了承された。 

 地域説明の仕組みの中では、地域同意まで求めることは違憲という判断があるため旧伊賀町 

のまちづくり環境条例のような同意条項をなくした事務局案を提案した。その考え方には賛同 

が得られたが、具体的に違憲判例がでた事例を整理しておくように指摘があった。 
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■ 第８回検討委員会（４月２１日） 

第７回までの検討内容の中間報告と積み残し事項について協議した。また、その内容を踏ま

えて、仕組み２案についての比較検討資料を基に、委員間での意見交換をおこなった。その概

要は以下のとおりである。 

① 中間報告 

・ 法第 34 条第 12 号について：特に議論なし 

・ 広域的拠点について：アピタが立地する服部の一部について広域的拠点とすることが了承さ

れた。編入方法については、線引きを廃止した場合用途地域拡大には問題ないと確認を行っ

た。 

・ 既存集落およびその周辺について：事務局提案の条件付２辺接地基準でほぼ了承されたが、

低敷地面積の問題等今後も詳細基準の検討を進めることとなった。 

・ 幹線道路沿道の大規模流通施設について：事務局より当初に位置を指定することは難しいた

め、全て特定開発事業で扱いたいという提案が了承された。 

・ 地区土地利用計画の同意基準について：個別に同意を取るのは難しいため、自治会の総会で

合意されれば良いのではという意見が出された。また、土地利用審議会の意見を聴くのが

後では、審議会が異議を唱えにくいので事前に調整する仕組みが必要であるという意見がで

た。地域参加は条例の重要項目であるため、今後も継続審議することとなった。 

② 仕組み２案の比較検討について 

・ どちらにも良い面と欠点があって判断に悩むので、中間の妥協案はないか委員より意見があ

った。 

・ 区域区分廃止の自主条例案は、調整型の手法であるため、行政にその対応能力があるかとい

う委員からの意見を受け、委員長よりその視点も評価項目として追加するよう指示があった。 

・ 行政の対応能力や人員の追加の必要性は、行政の責務であり評価項目としては不適ではない

かという委員の意見に対して、行政が運用が出来ない条例を策定して、「良い条例はできたが

運用できない」では意味がないので、行政および地域の対応能力については評価基準として

残すべきという方向で検討委員会の意見は収束した。 

・ 比較指標のうち迷惑施設に対する規制の有無が地域にとっては非常に重要な指標であるとい

う指摘が委員からあり、線引き方式でも新たな条例制定等迷惑施設対応の仕組みについて制

度設計の必要性が指摘された。 

・ 結果として、今回の検討委員会では意見交換程度として、特にどちらかという結論を提示せ

ず終了した。 

③ その他の事項 

・ シンポジュームについて意見交換を行ったが、時期内容等不明のため事務局で詳細を検討し、

再提案することとなった。 

・ 今後のスケジュールについては、現在県等と調整中であるため変更する可能性が高いことに

ついて事務局より報告があり、今回を含めていままで提示のスケジュールを一端破棄して欲

しいという連絡があった。 
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■ 第９回検討委員会（７月１日） 

第８回までの検討委員会では、新たな制度設計の部分が多い条例案中心に協議したため、再

度復習を兼ねて区域区分制度緩和策活用案について内容確認、課題について再整理した追加方

針（案）についても協議した。また、住民自治協議会との意見交換会について日程調整等開催

準備のための調整を行った。 

① 区域区分制度緩和策活用案（中間まとめ） 

・ ステップ１：三重県で運用されている区域区分制度での対応可能性については、「対応不十分」

という事務局評価について特に異議はなかった。 

・ ステップ２：伊賀市独自の土地利用管理手法の検討については、５ｈａ以下の工業用地に対

する対応について委員より意見があった。（【提案規準 16】地域振興のための工場等だけで十

分かという委員の意見であるが、工業隣接地では、既存の工業用地と併せて５ｈａとしてい

ることや、既存の工場の拡幅は一定程度可能であるなど小規模な工場の対応策があり、また、

分散的に小規模な工場の立地を規制する土地利用の基本方針から考えても、現在の制度設計

案で十分と考える。【委員会後考え方整理】） 

・ 法 3412 については、三重県の開発審査会委員に柔軟な運用の可能性について県の委員より

確認をいただいているが、現時点でははっきりした回答が得られていないという報告があっ

た。また、次回の開発審査会の後で議事録を採らない自由討議の形で、法 3412 の柔軟な運

用の可能性について討議していただく予定であることが報告された。 

・ 土地利用区分ごとの立地可能施設の表について、農地里山地区や森林地区において幼稚園等

の教育施設を 初から立地不可とするのではなく、計画内容によっては森林の有効活用にな

ることも考えられるので、柔軟な対応ができる仕組みも必要ではないかという意見が出され

た。 

② 区域区分制度緩和策活用案 追加方針（案） 

・ 都市計画区域外対応の仕組み検討においては、検討委員会としては安全性の面から伊賀市全

域に建築確認が必要な仕組みとするという事務局案が了承されたが、都市計画区域外に住ん

でいる市民の意見を聴く必要があるという意見が委員よりあった。 

・ 廃棄物処理施設等への対応の仕組みの検討では、地域にとって非常に関心のある事項であり

十分な対応の必要性が出され、今後も引き続き検討する課題となった。 

・ 水道水源保護条例については、現在の運用状況が不明であるため事務局で再確認するよう委

員長より要請された。 

③ 住民自治協議会との意見交換会について 

・ 区域区分という表現が線引きを意味する言葉というイメージが市民にはわかりにくいため、

通称でも良いのでわかりやすく説明するよう要請があった。 

・ 実施日程は、７月 31 日（日）ＰＭ1:30 か 2:00 で了承された。 
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■ 住民自治協議会との意見交換会（７月３１日） 

第９回までの検討委員会での検討内容を報告するとともに、今後さらに検討を深めていく際

の参考とするため、全ての自治協代表者に集まっていただき、意見交換会を開催した。 

 開催プログラムは以下のとおりで、意見交換ののち委員長のまとめが報告された。 

 今回の意見交換会の主なテーマは、現在検討委員会で協議している方向性に誤りがないかを 

検証することであったが、各班の意見のまとめからは、方向性に大きな間違いがない事が確認 

できた。また、今後制度案を選択するためには、検討すべき課題も多くあることも明らかにな 

り、この点を踏まえ検討委員会はさらに検討を進め、再度報告の場を持ちたい。 

 

○意見交換会プログラム 

１．基調講演「持続可能な地域づくりと土地利用計画」浦山委員長 

２．土地利用管理手法検討委員会 検討状況報告 

３．土地利用コントロールの手法 ～兵庫県の事例から～ 難波委員 

４．意見交換会 

   テーマ１：「伊賀市の将来のまちの形と、地域ごとの計画的な土地利用について」 

   テーマ２：「これからの土地利用について（法による土地利用、条例による土地利用）」 

 

 

 

■ 土地利用管理手法（都市計画）意見交換会 

開催日：伊賀都市計画区域（９月 28 日）、青山都市計画区域（10 月４日） 

    阿山都市計画区域（10 月５日） 

参加自治協：伊賀（柘植、西柘植、壬生野） 

      青山（阿保、桐ヶ丘、上津、博要、矢持） 

      阿山（河合、鞆田） 

 

○意見交換会プログラム 

 

  （１）土地利用管理手法検討状況報告 

  （２）伊賀市の将来のまちの形と、地域ごとの計画的な土地利用について 

（３）これからの土地利用について（法による土地利用、条例による土地利用） 

 

 

■ 第 10 回検討委員会（10 月 11 日） 

第９回検討委員会の後、住民自治協議会や上野都市計画区域以外の都市計画区域内自治協と

の意見交換会の結果をうけ、制度２案の変更について説明し、制度２案の評価について意見交

換を行った。 

① 意見交換会報告について 

・ 報告内容について参加委員からは、特に内容訂正の意見はなかった。 

・ 伊賀都市計画区域における意見交換会の様子から「線引き・自主条例どちらでも対応できる

可能性がある」という事務局の判断に対しては、まだ制度内容が住民に十分理解されていな

いので判断できないのが実状ではないか、という意見が参加した委員から報告された。 

・ 旧伊賀町の「伊賀町まちづくり環境条例」がうまく機能しているという意見に関しては、旧

町時代は行政と地域の距離が近く対応をこまめに出来たが、伊賀市全域で運用するのは難し

いのではという感想が述べられた。 
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・ 青山都市計画区域については、名張市と上野南部という土地利用規制の強さが極端に違う区

域と接しているため、住民には線引きして市街化調製区域に指定されると土地利用が極端に

制限されるという「線引きアレルギー意識」が強いことが報告された。しかし、委員からは

検討委員会に参加する中で、線引き制度に対する考え方が変わってきた点をあげ、十分な説

明をすれば線引きアレルギー解消も可能ではないかという指摘があった。 

・ 阿山都市計画区域については、報告内容のとおりという委員の確認があった。 

② 制度設計２案協議について 

・ 青山都市計画区域や阿山都市計画区域で問題となった地域拠点の考え方について協議を行っ

た。その中で線引き制度を活用した場合、市街化調整区域となる拠点地区で、市街化調整区

域の制限を緩和するための地区計画を適用しやすくする「開発誘導区域」の考え方について

は、ある程度の賛同は関係委員より得られたが、問題点として、「区域の範囲をどのように決

めるのか」「農用地解除は可能なのか」という具体的質問がでた。そのための考え方について

意見交換を行ったが、結論は出ず、今後の課題となった。 

・ 50 戸連坦集落の指定については、地域の中で重要な集落が出来る限り 50 戸連坦集落に含ま

れるよう基準を再検討し、線引き制度の問題点解消に努めることとなった。 

③ 制度設計２案比較検討協議について 

・ 制度設計２案の比較検討協議は、判断の前に地域の意見を十分聴くことが重要ということか

ら、区長を対象とした説明会の必要性が委員より提案された。このため次回検討委員会では、

地域説明及び意見交換会を行うための方法について協議することとなり、地域において適切

な方法について各委員に考えて頂くよう委員長より要請された。 

④ その他の協議事項について 

・ 第９回検討委員会に続き水道水源保護条例に対する意見が出され、水源の保護は保護区域を

指定するだけでは不十分で、森林の維持・復旧等も視野に入れた対応が必要という意見があ

った。水道水源保護条例は都市計画の担当内容ではないが、委員長より委員の意見に対応し

た報告を次回するよう要請された。 

 

■ 第１１回検討委員会（1１月２８日） 

現在まで検討してきた制度設計２案について、図や内容の具体的表現を加えわかりやすくし

た比較検討資料（修正版）を事務局より新たに提示し、検討委員会で評価項目ごとに詳細検討

を行い、各委員に現時点での２案の評価を伺った。 

また、年明けに予定している地域説明会について、方法や説明資料について委員より意見を

頂いた。 

①  制度設計２案比較検討について 

・ 自主条例案の問題案件について協議する土地利用審議会の構成メンバーについて議論となり、

土地利用の可否について 終判断をする機関であるから、地域の土地事情を十分知っている

人をメンバーに加えて欲しいという要望があり、現段階ではメンバー構成まで決める段階で

はないが、条例をうまく使うためには重要な問題であることが確認された。 

・ 土地利用の許可の条件として地域同意を求めることとすると、運用にあたって自治協の負担

が大きくなり、かなり難しいので、行政で 終判断する必要があることが指摘された。 

・ 事務局からは、基本的には地域同意を求めるのではなく、業者による地域説明会の後に、地

域からの意見書を提出して頂くというしくみとしており、意見書と開発業者の意見（地域説

明会報告書）の内容が一致しない場合は、再度の説明会などで調整を行った上で、土地利用

審議会にかけて判断することにしており、自主条例案の場合、土地利用の可否の 終判断は
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行政がする仕組みを検討していることが報告された。 

・ 保全地区として区分される地域で対応が必要な「林地売買の事前協議」や「地下水の取水制

限」等については、都市計画での対応が難しいが、次に繋げる道筋をつけておく必要がある

という委員会の意見を受け、委員長よりこの件については、委員会の提出書の中に対応要請

を盛り込むことが提案された。 

・ 後に各委員に、提案した２案の内容で地域説明会を実施して良いかを確認し、現時点での

２案への感想を伺った。その中で、事務局提案の制度設計２案は、修正なしで地域説明資料

とする事が確認された。また、２案に対する委員の評価は、自主条例案の方が適切という意

見が多かった。 

・ 島ヶ原地域と大山田地域の委員より、地域説明会の際は、現在２地区は都市計画区域外であ

るが、今後都市計画区域に編入され、仮に線引きがされた場合の参考として、緩和区域であ

る 50 戸連坦集落の位置図が欲しいという要望があり、作成する事となった。 

② 地域説明会について 

・ 説明資料の表現が難しくわかりづらいので、ダイレクトに線引きという表現を使うなど、シ

ンプルでわかりやすい表現を検討するように指摘があった。 

・ 説明内容については、伊賀市全体を対象とした説明だけでなく、各地域それぞれを対象とし

た説明に重点を置いて欲しいという要望があった。 

・ 説明会のタイトルについても住民に興味を持って頂けるような表現を検討するよう指摘があ

った。 

・ 伊賀市都市マスタープランでは、都市計画区域について、現在の都市計画区域内と都市計画

区域外を十年以内に統合する方針になっているが、直近の見直しでは、現在都市計画区域に

指定されている４つの都市計画区域を統合し、将来的に大山田、島ヶ原を含めて伊賀市を一

体と都市計画区域に再編するという案で説明する事が確認された。 

③ その他の協議事項について 

・ 委員長が県の委員に対して、本委員会で線引き廃止自主条例案で決まった場合、県はその案

で国協議等の対応をしていただけるかを確認した結果、十分運用が可能という事が明確であ

れば県としても国に対して説得力になるという意見を頂いた。 

 

■ 第１２回検討委員会（１月１９日） 

  現在までの委員会での協議内容の内、協議が不十分と考えられる事項について再協議を 

図った。 

 前回委員会での意見を受け、修正した地域説明会資料を説明し、内容確認等を行った。 

① 制度設計内容の確認について 

・都市計画区域を将来見直す際の拡大範囲については、土地利用管理を伊賀市全域で一体的に行

う必要性から、行政区域全域とすることが適切という意見でまとまった。 

・青空型土地利用ついては、線引き存続案の場合、今回の土地利用制度の見直しと同時に、対応

が出来るよう条例を策定することが必要ということが再確認された。その際、県や市の既存条

例等と調整する必要があることが指摘された。 

・都市計画区域外の土地利用ルールづくりについては、伊賀市全域を都市計画区域に指定する時

期が現状では不明のため、当面の策として、建築基準法の集団規定を伊賀市全域に及ぶように

条例化すべきという意見でまとまった。 

ただし、今回の地域説明会は線引き案か条例案の２つの手法の比較を主にしているため、混

乱を招く事項は特に触れないで説明したいことを委員会に図り、了承された。 
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・条例案は、伊賀市全域に制度を適用する事が再確認された。 

・伊賀町まちづくり環境条例は、統一した土地利用管理手法を策定した際に廃止することが確認

された。 

② 地域説明会の説明内容について 

・地域説明会資料については、人口減少が見込まれる中で集約型都市構造を目指すとする伊賀市

都市マスタープランの方針と制度設計が矛盾しないよう説明することが要望された。具体的に

は、今後も各地域で安心して生活できるように、地域の拠点を維持させるような土地利用をす

る点や、線引き案の緩和策である“５０戸連坦集落”は、集落を今後も維持できるよう規制緩

和するのであって、土地利用の拡散を容認する施策ではない点などの指摘があった。 

・パワーポイント資料に他市の例を挙げ、線引きが有る地域と無い地域で極端に土地利用が異な

っている写真を掲載しているが、伊賀市は実際このような状況にはなっていないので、誤解を

招く可能性がある図は、削除してはどうかという指摘があった。 

・地域説明会においては、初めて土地利用管理手法の説明を聞く人もいるので丁寧に説明して欲

しいという要望があった。 

 

■ 第３回庁内検討会議（１月２４日） 

○２月から開催する地域説明会の前に、庁内検討会議において「（１）土地利用管理手法検討の

経緯 （２）地域説明会の説明内容」について報告を行い、意見を伺った。 

○土地利用管理手法 検討の経緯について 

 ・地域説明会開催後の予定について質問があり、事務局より回答。（３月検討委員会（中間報

告）→６月議会報告（市方針決定）→確定案をもって再度地域説明会：ただし、３月の検

討委員会で意見がまとまらない場合は変更あり） 

 ・地域説明会での市民意見の取りまとめ内容は、まず庁内検討会議に図るべきではないかと

いう意見があった。これについては、今回の地域説明会は検討委員会が伊賀市に助言提言

するための事前説明会であることを説明して了承頂いた。 

○地域説明会の説明の内容について 

 ・地域説明会パワーポイント資料を分かりやすく具体的に地域に説明するよう要望された。 

 ・都市計画区域の再編においては、当初４つの都市計画区域を１つにして、その後伊賀市全

域を１つの都市計画区域に再編するという提案であるが、都市マスタープランに定める、

伊賀市を１つの土地利用制度に再編する方針と矛盾するため、都市計画区域を段階的に統

合する理由を十分説明する必要があることを指摘された。 

 ・線引き案と条例案の比較が、条例案に偏っているという指摘があり、それぞれの利点や問

題点を明確にした表現に見直しことが求められた。 

 ○その他 

  ・中心市街地活性基本計画の関係で、今回の都市計画の見直しで、例えば線引きが外れた場

合など、中心市街地活性化基本計画の計画延長申請に支障とならないか、他自治体の例等

調査するよう要請された。 

  ・「実際の検討は検討委員会が行い、庁内検討会議はその報告を受けるだけで、実質的な審議

は行わないのか。」という意見があり、「庁内検討会議の設置要綱にもあるように、本検討

会議が土地管理手法の策定を行うことになっており、検討委員会でまとまった意見に対し

て、庁内検討会議で審議してもらいたいと考えている。」と事務局より回答し、了承された。 
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■ 土地利用管理手法地域説明会（1 月 30 日～2 月 28 日） 

「統一した土地利用のルールづくりについて～線引きか非線引き（自主条例）の２つの手法の比較～」 

日程 場        所 自治協単位 参加者数 

H24/1/30 大山田農村環境改善センター 山田、布引、阿波 ３7 人 

H24/1/31 島ヶ原会館 島ヶ原 ２１人 

H24/2/3 いがまち公民館 柘植、西柘植、壬生野 ３７人 

H24/2/6 農村ふれあいセンター 猪田、古山、花垣 ３５人 

H24/2/7 青山福祉センター 阿保、上津、博要、 

高尾、矢持、桐ヶ丘 

３７人 

H24/2/8 ゆめぽりすセンター 依那古、比自岐 １５人 

H24/2/9 ゆめぽりすセンター 友生、ゆめが丘 １２人 

H24/2/13 花之木地区市民センター 花之木、長田 ３５人 

H24/2/14 伊賀上野交流研修センター 新居、三田、諏訪 ３２人 

H24/2/15 神戸地区市民センター 神戸・きじが台 ２３人 

H24/2/16 上野東部地区市民センター 上野東部 ２０人 

H24/2/17 ふれあいプラザ 上野西部・上野南部 １６人 

H24/2/21 中央公民館 久米・小田 １２人 

H24/2/23 府中地区市民センター 府中、中瀬 ２５人 

H24/2/28 阿山保健福祉センター 河合、鞆田、玉滝、 

丸柱 

４０人 

合計 ３９７人 

 


