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平成２２年度 第８回 伊賀市土地利用管理手法検討委員会 

 

１ 開催日 平成２３年４月２１日（木） 

 

２ 開催時刻 １３時００分 

 

３ 閉会時刻 １６時００分 

 

４ 開催場所 ゆめぽりすセンター ２階東会議室 

 

５ 協議事項 

（１）土地利用管理手法の制度設計２案の中間まとめ 

（２）制度設計２案の比較検討 

 

６ 出席委員（９名） 

  浦山委員 難波委員 飯田委員 山本委員 小丸委員 山岡委員 福永委員 杉原委員 高山委員   

 

７ 欠席委員（３名） 

  山崎委員、藤森委員、安岡委員  

 

８ 事務局 

清水課長、山本副参事、前川主幹、松尾係長、山本 

諸岡、近藤、鈴木（㈱パスコ） 

 

―――――――――――――――― １３時００分開会 ――――――――――――――― 

 

事務局）本日の資料の確認 

 

事務局）傍聴人確認  

    傍聴人無し。 

 

＜協議事項＞ 

（１）土地利用管理手法の制度設計２案の中間まとめ 
（事務局より説明を行った。） 
 
委員長）都市づくりの目標を都市マスタープランでつくっているが、それを実現するための土地利用管理制

度として、相応しい制度ということをポイントとして提言することがこの委員会の役割ということが再確

認できた。具体的には線引き制度を拡大適用して柔軟に運用しつつ都市マスタープランの描いた将来像を

実現するという案、一方、線引きを外して伊賀らしいまちづくりの方針を基本にしながら柔軟な条例をつ

くっていく案を検討してきた。実際はこの２案のどれかになるのか、あるいはその中間になるのかわから

ないが、典型的に考えられる２つの案を検討してきた。こういう形で中間まとめをしつつあるということ

である。今まで 7 回の委員会で議論していただいたが、その中で検討を十分に出来ていないところがある

ので、再確認していただきたい。 
 
委員長） 服部地区の大規模店舗があるところを広域的拠点にしてはどうかという案について意見はあるか。

伊賀市都市マスタープランで、この地域を広域的拠点に位置づけると記載しております。 
 



 2

事務局）線引きを外した場合、ここに用途地域の指定が可能かどうか教えていただきたい。 
 
委員）線引きの場合は、人口フレームにより市街化区域の面積が限られてくるが、線引きを外すと人口フレ 
ームの考えはなくなり、あとは土地利用規制をどうするかという判断になると思うので、用途地域の指定 
は可能であると思う。 

 
委員長）自主条例は、事務局が議会に対して提案するのか。 
 
事務局）自主条例は、全国的にも事例が多くあり、伊賀市の特徴を入れるとしても、オーソドックスな形に

なると思われ、こういった条例は法に触れないかどうか確認もされてきている。後は議会がどのように判

断するかになると思う。都市計画課から議会に上程する。 
 
委員長）市街地周辺地区の位置付けについてはこれでよろしいでしょうか。事務局の提案は、市街地周辺地

区の一部を広域的拠点に位置付けるということです。ただ、線引き制度の場合、広域的拠点に位置づけて

も、その区域に市街化区域を拡大することは難しく、線引きを外し用途地域を指定して規制誘導するほう

が比較的やりやすいということでした。市街地周辺地区の位置づけについては、異論がないということで

よろしいですか。 
 
委員）（異論無し） 
 
委員長）既存集落地区では、本当はそれぞれの地区で土地利用計画を作って頂きたいが、地域の状況も関係

し、すぐにはできないので、安全な方法として計画が出来るまでは３辺が道路か宅地に接していたら宅地

化を認めるというルールだけを定める方法が元々の提案であったと思う。その後、「３辺では厳しいので

はないのか」という検討の結果、２辺接続の基準を採用するという事務局の提案である。ただし、いくつ

か例外があり、農家住宅の関係は除くとなっている。 
また、大きな提案としては、都市計画区域外でも建築基準法 68 条の９において、敷地と道路との関係

などの集団規定が確認されるようにするというところです。前回の委員会でも、防災の視点から、都市計

画区域外でもこういった仕組みが必要だという話が出ました。 
 
委員）前提となる条件の確認をしたい。農家住宅の対応については、条例設定の時点から後に建つ農家住宅

についてか。また、面積の要件は作る予定か。 
 
事務局）農家住宅の対応は、条例設定の後のものについてです。面積の要件も設定する予定です。 
 
委員）別途運用基準を作るという説明があったが、一定のルールの他に、別途運用基準も作るとなると、結

局は土地利用は何でもありになってしまうと思う。３辺接続や２辺接続というルール（規制）があっても、

例外措置を作ってしまうと、何の規制にもならないように思うが。 
 
事務局）別途運用基準で検討というのは、３辺及び２辺接道のルールによって、土地利用に明らかに矛盾が

あるという場合のみについて適用することを考えている。（例：周囲は全てが住宅として利用されている

のに、接道要件を満たさないので、住宅を建てれないなど）規制を緩くするつもりはなく何でもありとい

う基準にする考えはない。また開発用地の敷地面積は 1,000 ㎡までという規模にし、集落周辺までは広げ

てもよいがそれ以上は広がらないようにするというのが基本である。 
伊賀市の場合、集落地域の周辺はほとんどが農用地として指定されているため、基本的には農用地を守

り、農用地を外す場合については、地区土地利用計画が必要になるということにすれば、ほとんどが現在

の集落に集約して土地利用が可能となると考えている。 
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委員）この手法は、三重県内で、四日市市を除いて２７（伊賀市以外）：１（伊賀市）の運用になると思うが、

それは耐えられるという前提でよいか。 
 
事務局）県内の他の市町に比べ、開発圧力も少ないのもあり、運用できると考えている。 
 
委員）農業委員会の反応はどうか。ヒアリングが行ったのか。都市計画だけで３辺が良い、２辺が良いと考

えるのと同様に、農林サイドの考え方も重要である。 
 
事務局）ヒアリングはこれから行っていく予定である。 
 
委員長）農地法が改正され、農地は今までよりも更に守っていかなければならない。安易に農用地を除外す

るというのは、望ましくないと思われる。 
 
委員）敷地規模の設定や計画戸数の問題をどのようにするのか。兵庫県の場合だと、既存の集落の平均敷地

面積を考慮したりしている。また、現在の地目は関係しないのか。 
 
事務局）現在、計画戸数の規模は決めていない。 低敷地規模については 300 ㎡程度を考えているが、地域

によって状況が異なり、市街地周辺になると 300 ㎡確保するのは厳しくもなるので、詳細な検討する必要

がある。現在の地目は関係しないことと考えている。 
 
委員長）質問の趣旨は、既存集落の景観や集落環境をどれくらいに見積もって家を建てて頂くかということ。 
 
事務局） 低敷地規模について、検討課題として考えていきたい。 
 
委員）６８条の９について、建築確認を必要とするよう設定することはわかるのですが、集団規定まで適応 
させるのか。そこまでするのであれば、逆に都市計画区域を指定したらどうなのかとなる。 
 

委員長）６８条の９で集団規定等を設定すると、今後島ヶ原・大山田を都市計画区域に入れる検討をする際 
に、都市計画区域の必要性の説明が苦しくなる面もある。しかし、現在の状況で都市計画区域外に対して 
何もしない（６８条の９などを設定しない）というのも望ましくは無い。建築行為がどこでどの程度ある 
かを把握するのは重要である。 
 島ヶ原や大山田では道路の状況はどうでしょうか。 

 
事務局）建築基準法上の“みなし道路”とされるのは、伊賀市では 1.8m 以上の道路であるため、都市計画 
区域に編入されると、現在都市計画区域外の地域で 1.8m 未満の道路に接して建っている家は建替える際 
に困難を生じる（セットバック等が必要となる。） 

 
委員）ほとんどの道は 1.8m 以上あると思うが、密集している集落は道が 1.8m 未満のところがあると思う。 
 
委員長）そういった問題が解決できれば、地域的には建築基準法の規制を定めることは地域で許容される。 
しかし、敷地が狭くて密集している集落は難しい。 
 建築基準法上の道路かどうか、 近は航空写真が登場し、申請の際に嘘を言っているかどうかが分かる 
ようになった。そのため、建築基準法上の道路かどうかを全国的に調査をしている。三重県では一斉に調 
査をしているところ。調査は都計区域外もやっているのか。 

 
事務局）伊賀市は都市計画区域内のみを調査しています。 
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委員長）都市計画区域外を編入を検討する為には、都市計画区域外の道路の状況の調査が必要。 
 
委員長）幹線道路沿道の設定について検討したいが、どうか。 
 
事務局）まずは、大規模な流通業務施設の立地を、伊賀市全域で△にしておいて、その上で、特定開発事業

として審査し、許容できるものは許容しようという形にしたい。その基準としてインターから１km 以内

と４車線道路を基本にしながら審査していく形にしたい。 
 
委員）事業者の理論で計画が出てくるため、インターから 1km 以上で立地する場合もある。幹線道路から 
離れていても道路を付けてしまう。そういう意味では受け皿を広くしておいてもよいと思う。 

 
委員長）地区土地利用計画の同意条項及び対象者について検討したい。前回までは２／３同意では厳しいと

いう議論があったため、１／２同意にして承認後に住民にいろいろな手段（公表・縦覧等）で伝える手続

きをとる提案になっている。 
 
委員）土地所有者の１／２以上の同意とはどういうことか。 
 
事務局）土地所有者と土地面積の１／２以上の同意ということである。面積と人数で同意が必要ということ

である。 
 
委員長）色々な事業で直接土地の権利を侵害したり、売買するときには住民同意が必要だが、計画づくりで 
はそういった同意を必要とする事例はない。それでも同意を必要とするのか。 

 
事務局）事務局では２案ある。ひとつは同意をもらう案、もうひとつは自治会長が住民の意見を聞いて自治

会として決めたことであれば、それを市が運用すればよいという案である。住民の１／２以上の同意がな

く自治会長が計画を持ってきたときに、市が運用して反対意見が出た場合、市として責任が負えないとい

うことで、 低１／２の同意が必要という提案にしている。 
 
委員）自治会の総会などで認められ、自治会長個人の責任というより、そこの自治会全体が判断したことに

なるのでは。 
 
委員長）この条例が、誰（どの団体）を定義するのか。自治会総会の議を得ることとするのか、あるいは自

治会長と自治協議会両方を地域の計画主体とするのか。 
 
委員）逆に言うと１／２の不同意でも良いということになる。こういった基準があると鮮明になりすぎて、

運営上具合が悪いのでは。例えば、住民の総意であれば良いとするなど。 
 
委員）伊賀の場合は自治協があるので、基本的に自治協の承認で良い。自治協の中に自治会があるので、そ

の単位自治会の１／２以上の同意ということでよいと思う。 
 
委員）計画をたてることが出来る仕組みにする必要があるので、同意のハードルが高すぎるのもどうかと思

う。 
 
事務局）地権者には県外の方もおられる場合もあり、そういった方が了解していない、地権者が了解してい 
ないのに計画をたてるというのは難しい。区長が内々に押してしまって出してしまったというのになるの

が困る。土地所有者の１／２、土地面積の１／２という基準はそういったことにならないようにというこ

とで設定している。“総意”という形にすると、地権者が知らないまま話が進んでいくというのもありえ

る。ただハードルを上げすぎるのもどうかという意見もあると思います。 
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事務局）策定された地区土地利用計画が市の全体的な計画と整合がとれた場合、基本的にその計画を採用し 
ていくことになり（土地利用規制として採用される）、地域の同意が得られているという判断を市が持つ 
ことになる。もう一方の考え方は、地区から提案だけをしてもらい、市が責任を持って縦覧等を行い市民 
の意見を聞き、計画をつくっていくという方法もある。この方法では、住民からの提案に基づき、市が計 
画を縦覧するので、はじめから住民の１／２以上の同意は必要ないが、市にあがってきた住民からの提案 
を全て採用するかどうかはわからないということになる。 

 
委員）住民の１／２同意とあるが、いくら地区住民の同意を得ていても、結局は地権者が納得しなければ出

来ないし、計画があっても地権者が土地を売ってしまえばどうにも出来ない。難しい問題である。 
 
委員長）地権者の１／２以上の同意、及び自治協の承認という２つが書かれているが、現在の話の流れでは

後者だけでよいという議論になっている。 
 
事務局）この提案は、いろいろな意見を聞きながら今後も内容を詰めていく予定である。 
 
委員）地区土地利用計画の策定手続きで、公表・縦覧の後に土地利用審議会の議を得る流れになっているが、

現実問題として、この流れでは土地利用審議会では何も出ない。（縦覧後なので計画の修正などの指導・

提案が難しい）公表・縦覧の前に審議会で意見を聞く場を設けたほうがよい。これでは審議会として反対

が出来ないしくみとなっている。 
 
委員長）「案の作成」と「地区住民の同意」の間にお伺いを立てる場を設けたほうがよい。 
 
委員長）制度設計２案の比較検討をしたいが、これまで２案の比較ということでやってきたが、線引き制度 
を活用した案があまり検討を出来ていない。線引き制度を活用した場合は、法 3410 の地区計画と法 3411 
を使って柔軟に出来るかという議論をしていたが、法 3412 を使うと何ができるのか、どのようなメリッ 
トがあるのかを補足していただきたい。線引き廃止の条例案でやろうとしていることと近いものが出来る 
のか、やはり運用に限界があるのか。 

 
委員）兵庫県の場合は、土地利用計画をたてて、建物を建ててよい範囲を決める、土地利用計画で決めた範

囲の中については開発審査会の領域内で許可ができる。前提として土地利用計画の策定がある。なぜこの

ような条例を兵庫県で作ったかというと、元々、調整区域の人口が減っていく、調整区域は建物を建てら

れないということで、線引きから約 30 年が経って、人口が自然減になってしまっているという状況で、

これはよくないということで、そこで、一定のもの建てられるようにしようという考えである。地縁者の

住居区域ということで、その土地に関係した人が家を建てられないことはおかしいということでそこから

スタート設定している。また、地域を活性化する施設などの目的型のもの、居住だけでなく政策的な意図

ものも建てられるようにしている。 
もうひとつの理由としては、市街化調整区域の開発許可は１件ずつ個別に上がってきたものを審査して

いて、市街化調整区域には土地利用の計画が無い状況になっていた。そこで、条例により土地利用計画に

基づいて個別の開発許可を行うというシステムにしている。この手法により、市街化調整区域においても、

一定の数は申請が出てきているが、地域が元に戻るような状況までは進んでいない。少なくとも、市街化

調整区域では全く土地利用が出来ないという状況ではなくなった。 
 

委員長）兵庫県の例として、市街化調整区域内で建物を建てようとするときは県知事に申請して良し悪しの

判断を受けていたが、土地利用計画をつくり特別指定区域の認定を受け、範囲と用途を決めたら、適合す

る事業についてはこれまでの審査より比較的簡単に建てられるようにするという仕組みになっている。こ

の狙いは、調整区域の過疎化が進んでいるので人口減を止めることである。これは農村集落的なイメージ

であるが、追加して、地域発展に繋がるメニューも作成されている。調整区域のままでも、法 3412 の手

法を使えば、計画的な土地利用ができるかもしれないという紹介であった。 
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委員）兵庫のしくみでは、土地利用基本計画を定める際に区域指定については農林部局と協議の上で定めて

いる。また地域ごとに計画の区域を指定する際に、集落の平均敷地を目安に 低敷地規模も決定している。

また公共施設に負荷をあたえないように配慮し、戸数規模なども指定している。 
 
委員長）これから２つの制度の比較をするが、線引きを活用する案というのは、法 3410、3411、3412 を使

うと、線引きを廃止し自主条例による手法と同等の土地利用ができるのではないかという案になった。ど

ちらの制度にどのようなメリット・デメリットがあるのかというのは、後半に議論したいと思う。 
 

―――   休憩   ――― 
 
（２）制度設計２案の比較検討 

（事務局より、説明。） 
 
委員）線引き、非線引きそれぞれの制度を点数化してみたが、自主条例は２５点、区域区分が２１点になっ

た。自主条例の総合評価として運用面には懸念があると思うが、実現性に懸念があるという表現はさみし

い感じがする。 
 
委員長）線引きを廃止した場合、市街化区域内農地にかかる宅地並み課税は無くなるが、税収はどのように

なるか。 
 
事務局）市街化区域内の宅並み課税解消による税収は、今の見込みでは年間約 2,000 万円の減になる。 
 
委員）行政として制度の運営・運用の自信はあるのか。 
 
事務局）決まった方針にしたがい、運用していきたい。 
 
委員）産廃施設の規制の面からみると、自主条例の手法のほうがよい。 
 
事務局）産業廃棄物放棄規制等迷惑施設の監視で線引きでは条例等で別途対応が必要になり、線引きでは弱

いような気がする。 
 
委員長）このような問題は線引きでは対応できないが、条例のほうがいろいろな対応ができる。旧伊賀町の

条例も産廃問題がきっかけでつくられた。伊賀町の場合は、条例で止めるというよりも、条例を作るなか

で住民教育をしていた。産廃業者などに土地が渡ってしまわないよう、土地を処分するときは、どのよう

にするのかを考えなければいけないというようなことを住民に考えさせる取り組みをしてこられた。伊賀

町で開発をする場合は、まちづくり条例の手続きが必要となる為、なかなか思うように進まない、慎重に

行う必要があるというのが業界の評価らしい。 
 
委員）検討の目的が、線引きをどうするかということになっているが、本来の目的は、どのような土地利用

をしていくのかということである。線引きは事業実現のための手段であり、このような考え方であれば線

引きの活用はあってよい。 
 
委員）市街化区域内の住民の意見としては、なぜ農地に宅地並みの課税がかかるのかという疑問・不満があ

る。 
 
委員長）条例型の良いところは、色々な事業の申請について、市の土地利用計画に基づき良し悪しを審査し、

建ててよい場合も、土地利用計画に沿って、その事業をどうやってより良くしてもらうのかということを

検討しなければいけないところ。その時には地元も行政も相当の知恵がいる。その経験を知恵にしていく
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ような仕組みが形成されなければならない。条例の仕組みを育てるためには相当のエネルギーと知恵が必

要になる。 
 
委員長）伊賀市には景観条例があるが、その中で迷惑施設が審査できるように条例を変え、風景を損なうよ

うな土盛などは届出が必要ということにできる。 
 
事務局）景観の条例では、土盛など一定規模を超えるものは、届出をしていただくことになっている。 
 
委員長）土盛は産廃も含まれるのか。 
 
事務局）区画形質を変更する場合に届出をしていただくことにしている。景観自体は、緑に囲めという話に

なってしまうので、産廃を止めることはできない。 
 
事務局）地域同意がどこまでの力があるのかというのは、資料を用意しているので読んでおいていただきた

い。住民合意性を法定化するということはできないというのが一般的な見解である。要綱により行政が業

者に指導する際に、住民の合意を得るようにお願いはできるが、合意がないから断るというのは違憲であ

るという判例も出ている。 
 
委員長）産廃問題の話に戻るが、産廃を埋められると大変という議論ばかりがあるが、産廃を埋めた後の跡

地利用が何になるのかという議論をすればよい。跡地利用について業者と地元が合意すればよいと思う。 
 
委員）地域住民の役割が多くなってくると思うが、行政や専門家からのフォローはあるのか。フォローでき

ないようであれば、仕組みはよいが、運用は困難ということになると思う。 
 
委員長）資料の組み立て方が、悪いものを悪くしないためにはどのようにしたらよいかという組み立て方で

あるが、今の優れた点を残すとか、より良くするためにこのような汗をかくという書き方をしていただい

たほうがよい。例えば、地域拠点をつくることは住民の幸せにつながる。地域拠点がどのようになってい

けばよいのか、何を充実すればよいのかというような議論をすることは重要だと思う。 
 
委員）行政の負担が増えるという文言は削除したほうがよいのでは。 
 
委員長）それはしっかりと書いておいたほうがよい。いくら良いシステムをつくっても、行政のマンパワー

が十分に手当てできず、運用できないものを提案するのは瑕疵であると思う。 
 
委員）拠点づくりに関係していないまちづくり協議会の単位からすれば、まちづくり協議会単位ぐらいの拠

点という考え方しか出てくることはないと思う。地域住民の自主性を出すときには、まち協自身の組織で

の拠点づくりという文言が出てくるとよい。 
 
委員長）それは拠点という名称ではなく、この地域ではこれを目指そうというものは地域で生み出してもら

わなければいけない。この場で画一的に議論できる内容ではないと思う 
 
 
 その他 

（事務局より、説明。） 
 
事務局）シンポジウムの実施は、費用も必要であり、議会の調整等も必要であるため、実施できる方向で進

めていきたいと考えている。 
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委員長）皆さんがこの場に来られて、どのような議論をしているのか聞かれることがあると思う。中間報告

をしておいたほうがよい。シンポジウムはいつ頃の開催を考えているのか。 
 
事務局）夏ごろ、７月から８月くらいを目処に開催したいと考えている。内容的には、まちづくりを考える

というような方向性は示しているが、誰を呼んでこのような話をしてほしいという具体的なところまでは

検討していない。 
 
委員長）有名な先生が来られるより、自分たちでも汗をかいたら良いまちにつながるかもしれないという話

題を出していただける人を呼んだほうがよいと思う。 
 
 
事務局）今後のスケジュールを説明 
 
 

 
以上 


