
第 52 回市政運営会議（3 月 2４日開催）資料

・提案部局：建設部都市計画課

・件 名：伊賀市土地利用条例及び立地適正化計画について

□総合政策会議（2 月 2 日開催）

□議員全員協議会（2 月 13 日開催）

１．案件概要

  伊賀市が進めている「都市計画区域再編に伴う自主条例の制定」及び「立地適正

化計画の策定」について

２．要点または変更点

  「都市計画区域再編（区域の統合と区域区分の見直し）」にかかる決定権は三重県

知事であり、先般その同意権をもつ国との下協議が概ね調ったことから、法手続きに

入る旨の報告があった。「都市計画区域再編に伴う自主条例の制定」と「法改正に伴

い新たに制度化された立地適正化計画の策定」について、2 月 2 日開催の総合政策

会議と 2 月 13 日開催の議員全員協議会で制度、計画概要の地域説明会を開催す

る旨の説明を行った。

３．今後のスケジュール

○三重県

・国と事前協議（国土交通省、環境省）

・伊賀圏域マスタープラン（三重県）の修正

・国と本協議

○伊賀市

・地域説明会

・パブリックコメント

   ・土地利用条例策定

４．広報、職員への依頼・周知等

・地域説明会の開催について（4 月 1 日号広報いが市、全戸配布）

・住民自治協議会長、市民センター長に地域説明会の事前案内

・住民自治協議会担当者会議（庁内会議）で住民自治協議会との調整を依頼

・4 月下旬から 5 月下旬にパブリックコメントを実施予定

５．資料

伊賀市土地利用条例（案）概要版

伊賀市立地適正化計画（素案）概要版

説明会の開催について（チラシ）

スケジュール（案）



                                                    伊賀市土地利用条例（案）概要版

伊賀市土地利用条例の目的と手続きの対象となる建築開発事業

「建築物や工作物の新設・増築改築・移転」や住宅を店舗に変更するなどの「建築物の用途の変更」、宅地造成や

資材置き場の用地の造成など「土地の区画形状の変更」について、条例の対象となります。

条例手続きの流れ

１ ２

伊賀市の恵まれた自然や古くからの培われた個性的なまちの姿をまもり、活かしながら、秩序ある発展を継続する

ことによって、誰もが住みたい、住み続けたいと思えるまち、訪れてみたいと感じてもらえるまちをつくり、育て、次の世

代に受け継いでいくため、まちづくりの基盤となる土地の適正かつ合理的な利用を推進するための条例を制定し、地

区の特性にあった用途の適正化を図ります。

■ 条例の目的

■手続きの対象となる建築開発事業

対象となる建築開発事業について、開発許可や建築確認の申請前に、事前に伊賀市の土地利用条例により用途

を審査いたします。（手続き不要の例外３除く。）

土地利用基本計画の基準に適合する「●」の事業には、適合審査が必要な事業と届出のみの事業（前述の例外

１、例外２）があります。適合審査が必要な事業は、標識の設置が義務付けられますが、自治協より 5 日（市の休日は

除く。）以内に説明会開催の求めがなければ適合通知証が交付されます。

土地利用基本計画に定めのない「▲又は基準に用途記載なし」事業については、特定開発事業として審査いたし

ます。こちらについては、「○」の事業と違い説明会の開催が必須となります。

説明会の開催後、自治協が市に判断書を提出します。その後、土地利用審議会で審査し最終的に市で判断いた

します。そこで適合が判断されたら開発許可等の手続きに入れます。

特定開発事業で特定事業認定されない事業及び基準に不適合「×」の事業は、事業不可となります。

また、市民参画制度として、拠点土地利用計画と地区土地利用計画で地域独自の基準を設ける仕組みを考えて

います。これらが策定されば、その基準が基本計画の基準に代わって適用されます。

■条例の対象となる建築開発事業

●建築物の新築・増築・
改築・移転

●工作物の新設・増設・
改設・移転

●建築物の用途の変更 ●土地の区画形質の変
更

住宅の新築
煙突の新設 住宅を店舗

に変更

農地等を
転用して
資材置き
場に変更

農地等

工場の移転 高架水槽の新設

■手続きの上の特例的措置

手続き上の特例的措置として、①届出のみで適合通知証を交付する建築開発事業、 ②届出のみで適合通知証

の交付をしない建築開発事業、③手続き不要の建築開発事業があります。

①届出のみで適合通知証を交付する建築開発事業【例外 1】
・用途地域内・外の拠点区域で行う建築開発事業で伊賀市土地利用基本計画の基準に適合しているもの
・郊外住宅団地区域内及び本条例により適合通知証が交付された宅地分譲地で行う戸建住宅（高さ 10m 以下）
・既存の建築物等の 1.5 倍以内の敷地及び延床面積等の拡張（類似用途に限る。）
・既存の敷地内における附属の建築物等（車庫・物置・広告塔等）
・農林漁業を営むために行う建築開発事業（畜舎、堆肥舎は除く。）                           等

②届出のみで適合通知証の交付をしない建築開発事業【例外 2】
・市民農園、資材置き場、駐車場用地、洗車場用地、土地の開墾、土砂の採取、鉱物の掘採、屋外における土石その他
物件の堆積（廃棄物、再生資源その他これらに類するもの含む。）で、敷地面積 1,000 ㎡以上（未満は手続き不要）
・非常災害のため必要な応急措置として行う建築開発事業（仮設建築物等は、手続き不要）                        

③手続き不要の建築開発事業【例外３】
・道路、河川、供給処理施設等の維持管理のための建築開発事業
・地下埋設物を新設する工事で、現状回復を行うもの
・架空電線路用等の鉄筋コンコリートの柱、高圧鉄塔、鉄柱など
・木竹の伐採
・井戸施設の設置
・太陽光発電施設用地（伊賀市太陽光発電設置に関する指導要綱によるため手続きの対象外）
・ペット霊園用地（伊賀市ペット霊園の設置等に関する条例によるため手続きの対象外）               等             

特定開発事業の認定指針

市のまちづくりの目標像、基本方針に即した内容の建築開発事業であると市長が認定した事業については、土地

利用基本計画と整合のとれた事業とみなし、建築開発事業を進めることが出来きます。

このような事業を特定開発事業として、条例では別途地域及び行政により個別に協議しながら、地域に適した土

地利用に柔軟に対応する方針としています。

具体的には①伊賀市土地利用基本計画の基本方針との整合性を基本に、②場所の必然性及び③周辺の生活

環境や公共投資への影響等に配慮しながら、地域の意向を踏まえて判断する方針とします。

なお、行政が事業相談時点で基準とする用途別の判断指針として「特定開発事業の認定指針」を定めています。



                                                    伊賀市土地利用条例（案）概要版

図－基本区域の概要図

伊賀市土地利用条例（案）概要版

伊賀市 建設部 都市計画課
TEL.0595-43-2315  

FAX.0595-43-2317

E-mail: tokei@city.iga.lg.jp

適切かつ合理的な土地利用を図るための基本となる区域（「基本区域」と略す。）

条例では、地区の特性にあった用途の適正を図るため、7 つの土地利用の基本方針を定めています。これは、伊賀市都

市マスタープランで定められた方針と同じですが、これに基づき、条例では伊賀市を９つの基本区域に区分しています。

その９つに区分された基本区域の概要図です。上野市街地及びその周辺を広域的拠点、ゆめが丘を広域的拠点を補

完する副次的拠点、旧役場のあった支所周辺や交通拠点を地域拠点等の拠点、その他は、工業用地区域、服部・西明

寺沿道区域、既存集落及びその周辺区域、郊外住宅団地区域、幹線道路沿道区域、保全区域です。

■既存集落及びそ

の周辺区域の基準

・基本集落は、10 戸以

上の住宅が連担した集

落と定義します。

・連担は、既存建築物宅

地の離隔 50m まで可とし

ます。

・周辺区域の定義は、既

存集落内建築物宅地と

道路の 2 辺接地する区

域とします。

・住宅地の場合、開発面

積は 1,000 ㎡未満に制

限します。（特定開発事

業では、5,000 ㎡以下）

３ ４



                                                  伊賀市立地適正化計画（素案）概要版

伊賀市立地適正化計画策定の目的

立地適正化計画の記載事項と対象範囲・計画目標年次

図－伊賀市の都市づくりと立地適正化計画の関係

■ 対象範囲・計画目標年次

■ 立地適正化計画の記載事項

立地適正化計画の区域は、都市再生特別措置法の規定に従い、伊賀市の都市計画区域を対象範囲とします。

ただし、伊賀市都市マスタープランに示された将来都市構造の「多核連携型の都市構成」は、伊賀市全体を対象

としていることより、都市計画区域外も分析・評価の対象とし、施策展開も視野に入れるものとします。

計画目標年次は、計画告示予定の 2018（平成 30）年から概ね 20 年後、2040（平成 52）年とします。

伊賀市立地適正化計画の都市づくりの方針

伊賀市の人口が減少する中でも、住み続ける価値のある都市を目指して

『人口減少社会でも住み良さが実感でき、郷土に誇りを持てる都市づくり』

目指すべき都市の骨格構造（多核連携型都市構成）

■ 基本目標１：将来も持続可能な都市構造の実現

■ 基本目標２：住みたい・住み続けたい“伊賀”づくり

【具体的方向性】   １．土地利用の適正化のために、伊賀市土地利用条例の運用

２．上野市街地の再生と地域の拠点づくり

３．公共施設の集約・再編と公共交通ネットワーク

【具体的方向性】   １．災害に強い安全な都市づくり

２．伊賀市の強み活かした魅力的居住地づくり

１ ２

多核連携型都市構成とは

上野市街地（広域的拠点）や各支

所周辺部（地域拠点）等を市域、

地域の中心として維持・発展させ、

その拠点を中心に道路・公共交通

ネットワークの連携を図ることで、

人口減少・高齢化が進む中でも、

生活の利便性を確保しようとする

都市構成

立地適正化計画は、平成 26 年 8 月の都市再生特別措置法等の一部改正により創設された「コンパクトシティ・

プラス・ネットワーク」をめざす計画で、伊賀市都市マスタープランの目指すべき目的や内容と類似する計画です。

このため、伊賀市では制度の特徴に配慮しながら、検討中の伊賀市土地利用条例と一体的に運用することが、

将来都市構造「多核連携型都市構成」の実現に効果があると判断し、立地適正化計画を策定することとしました。

なお、下図に示すように、都市計画区域の統合、伊賀市土地利用条例、伊賀市立地適正化計画は、同時施行

を予定しています。

２０１４（平成 26）年 2 月     提言書の受理

（ 検討 委員 会か ら 伊 賀市 長）

・伊賀市土地利用条例により 土地利用管理の提言

2014（平成 26）年 8 月
都市再生法特別措置法等の一部
を改正する法律

・「立地適正化計画」制度の創設」

伊賀市土地利用条例の

運用

伊賀市の都市計画区域

の統合

伊賀市立地適正化計画

の運用

2014（平成 26）年度～2017（平成 29）年度

・伊賀市土地利用条例の制度設計

※ 目的や内容が類似していることより、両制度の特徴に配慮しながら、一体的運用決定

※ 2016（平成 28）年度
～2017（平成 29）年度

・伊賀市立地適正化計画の策定

【同時施行予定】

一体的
運用

（図出典：改正都市再生特別措置法等にいて（2015（平成 27）年 6 月 1 日時点版：国土交通省）

立地適正化計画で記載する事項は、主に以下のとおりとさ

れています。【都市再生特別措置法第 81 条第 2 項】

①立地の適正化に関する基本的な方針

②居住誘導区域（※１）、居住誘導施策

③都市機能誘導区域（※２）

④立地を誘導する都市機能増進施設（誘導施設※３）

⑤都市機能誘導施設を誘導するため市の施策

■居住誘導区域（※１）

居住誘導区域は、人口減少の中にあっても、一定の
エリアにおいて人口密度を維持することにより、日常生
活サービス機能や公共交通が持続的に確保されるよ
う、居住を誘導すべき区域（伊賀市では都市計画区域
外に法定外の準居住誘導区域を設定）

■都市機能誘導区域（※２）

都市機能誘導区域は、医療、福祉、商業等
の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に
誘導し集約することにより、これらの各種サー
ビスの効率的な提供が図られるよう定める区
域（伊賀市では都市計画区域外に法定外の
準都市機能誘導区域を設定）

■誘導施設（※３）

誘導施設とは、居住者の
共同の福祉や利便性の向
上を図るために必要な施設
①病院、福祉施設など高
齢化の中で必要性が高ま
る施設
②子育て世代に必要な保
育所や子育て支援施設
③集客力がありまちに賑わ
いを生み出す文化施設や
商業施設
④行政サービス施設

図－伊賀市の将来都市構造図

（出典：伊賀市都市マスタープラン）



                                                  伊賀市立地適正化計画（素案）概要版

居住誘導区域・都市機能誘導区域設定方針と区域位置図

図－居住誘導区域・都市機能誘導区域位置図
3 4

Ａ：居住誘導区域の設定方針

１．伊賀市土地利用条例（案）基本 9 区域で居住誘導を位置づけられた、条例の拠点区域内に設定します。

２．災害に強い安全な都市づくりをめざし、災害リスクが低い場所への居住誘導を基本とします。

３．魅力的居住地づくりをめざし、①景観計画や歴史的風致維持向上計画重点区域等 ②土地区画整事業地 ③人が集

積する現在の人口集中地区（ＤＩＤ※１）④新庁舎移転地周辺は積極的に居住誘導区域に含めます。

４．公共交通隣接地拠点は徒歩による鉄道利用に配慮して、駅から 800m の範囲を基本に居住誘導区域とします。

Ｂ：伊賀市居住誘導区域（条例の位置付け  都市機能の維持・誘導）

①上野
居住誘導区域

②ゆめが丘
居住誘導区域

③各支所周辺
居住誘導区域※2

④各駅周辺
居住誘導区域

Ｃ：各都市機能誘導区域の設定方針
○上野中心都市機能誘導区域（上野居住誘導区域内に以下の条件を基本に設定）
【目指すべき方向】  伊賀市の顔として、歴史・文化遺産を活用し、人が暮らし、賑わう、魅力あるコンパクトなまちづくりの拠

点の形成を図る地区
【区域の範囲】 中心市街地活性化基本計画は 2016(平成 26)年 10 月に計画期間は終了しているが、施策の継続性や市

民への理解のしやすさを考慮して、基本計画の範囲を上野中心都市機能誘導区域とする。
【目標】   ①楽しく歩けるまちなみづくりと回遊性の向上

②魅力と集客力のある店の創出
③誰もが便利に移動できる交通手段の利便性向上

○上野南部都市誘導区域（上野居住誘導区域内に以下の条件を基本に設定）
【目指すべき方向】  名阪国道のインターチェンジに隣接することで広域的利用に便利な立地条件を活かし、広域的な行

政・医療の拠点を形成する地区
【区域の範囲】 上野総合市民病院及び移転する伊賀市新庁舎を、拠点に一体的な範囲とする。
【目標】   ①広域的な行政・医療の拠点にふさわしい基盤整備の推進

②誰もが拠点にアクセスしやすい交通手段の利便性向上

○ゆめが丘都市機能誘導区域（ゆめが丘居住誘導区域内に以下の条件を基本に設定）
【目指すべき方向】  ゆめが丘に生活する居住者の生活を支えるセンター機能のみではなく、伊賀圏域全体の「学ぶ」「憩

う」ための拠点となる地区
【区域の範囲】  県道依那具市部線沿道より北側の範囲を都市機能誘導区域する。
【目標】   ①「ゆめテクノ伊賀」を中心に、知的な科学研究開発活動を支える「学ぶ」の拠点形成

②「ゆめドームうえの」を中心に、「健康」と「憩い」の維持・推進を図るための「憩う」の拠点形成

○各支所周辺都市機能誘導区域（都市計画区域外は準都市機能誘導区域）
【目指すべき方向】  地域の日常生活の中心として、また、広域的拠点へのネットワークの拠点として、公共交通の利便性

向上や公共施設、医療施設、福祉施設、商業施設の集積を図る地区
【区域の範囲】  各支所周辺の居住誘導区域、準居住誘導区域、全ての範囲とする。
【目標】   ①人口が減少するなかでも現在の都市機能を維持し、地域住民の暮らしやすさを確保すること

居住誘導区域は、伊賀市土地利用条例（案）で居住誘導を図る区域と位置づけられた各拠点から、災害リスクや魅力

的居住地づくり等の「Ａ」に示す方針より絞り込み、将来の人口減少にも対応した区域として設定します。その結果が「Ｂ」に

示す４区域です。都市機能誘導区域は、居住誘導区域内に設定する必要があるためこの4 区域が対象となりますが、各駅

周辺居住誘導区域には、都市機能の誘導は考えていないので除外します。

３つの居住誘導区域における都市機能誘導区域の設定方針は「Ｃ」に示すとおりです。

※ 1 ： 人 口 集 中 地 区

（DID）：国勢調査において

設定される統計上の地区

で、区域内で人口密度が

4,000人/km2以上の基本

単位区

※2：都市計画区域外の

島ヶ原支所周辺及び大山

田支所周辺も準居住誘導

区域と位置付けます。ただ

し、法定の居住誘導区域

ではありません。
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区域名称
上野中心

都市機能誘導区域

上野南部

都市機能誘導区域

ゆめが丘

都市機能誘導区域

各支所周辺

都市機能誘導区域

誘導施設の方針

伊賀市の顔として市
民や観光客の回遊
性向上のための機
能の誘導

伊賀市全域からの
利用に配慮した行
政・医療の拠点づく
り

新都市の計画理念
に基づき伊賀圏域
全体の「学ぶ」「憩
う」ための機能誘導

人口が減少するなか
でも、現在の地域住
民の暮らしやすさを
確保するため、現況
都市機能の維持

方針関連誘導施設

・市民コミュニティの
中心交流施設※１

・文化・歴史・観光集
客交流施設※１

・市庁舎

・新鉄道駅

・高等教育施設※２

・レクリエーション施設
※３

・集約・再編により現
公共施設の機能維
持（公共施設最適
化計画による）

維
持
補
完
誘
導
施
設

総合スーパー ○ ○

食品スーパー ○ ○ ○

病院 ○ ○

診療所 ○ ○ ○

保育所・認定こども園 ○ ○ ○

通所型
高齢者福祉施設

○ ○ ○ ○

開発行為

・3 戸以上の住宅の建築目的の開発行為（居住誘導区域外）

・１戸又は 2 戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が 1,000 ㎡以上のもの（居住誘導区域外）

・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合（都市機能誘導区域外※１）

建築行為等

・3 戸以上の住宅を新築する場合（居住誘導区域外）

・建築物を改築、又は用途変更して 3 戸以上の共同住宅等とする場合（居住誘導区域外）

・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合（都市機能誘導区域外※１）

・建築物を改築、又は用途変更して誘導施設を有する建築物とする場合（都市機能誘導区域外※１）

居住誘導のために講ずる施策等

５

１．国の支援を受けて実施する施策

居住誘導区域内に居住を誘導するためには、公共交通の利便性の向上を図り交通弱者である高齢者や子どもが快
適に生活できる環境の整備が重要です。このため、以下のような事業について国に要望します。

・駅などの公共交通拠点を含めた歩行空間の拡充とバリアフリー化の促進
・端末交通から鉄道へ乗り換え利便性の向上のため交通結節点整備
・居住誘導区域内における公共交通の利便性向上

１．国の支援制度の活用

伊賀市が独自に実施する施策は、他の上位・関連計画と連携を取りながら進めます。それらの主な上位・関連計画
を示すと以下のとおりです。

都市再生特別措置法の規定に基づき、居住誘導区域外、都市機能誘導区域外の都市計画区域内で以下の行為

を行う場合、工事着工の 30 日前までに市長への届出が必要となります。伊賀市では、伊賀市土地利用条例と重複す

るため以下の手続きとなり、伊賀市土地利用条例の基準及び条例手続きにより審査し、適合通知証等を交付します。

伊賀市立地適正化計画（素案）概要版

伊賀市 建設部 都市計画課
TEL.0595-43-2315  FAX.0595-43-2317

E-mail: tokei@city.iga.lg.jp

６

２．伊賀市が独自に実施する施策

● 伊賀市土地利用条例による居住誘導の届出・勧告の強化
・全ての居住系用途の建築・開発動向の把握と拠点区域外の居住の抑制
● 市街地の整備改善による居住環境の向上（魅力的居住地づくり）
・①街なみ環境整備事業の継続、②上野処理区における公共下水道の整備、③都市計画道路の整備、④伊賀鉄道

に新駅開設等交通ネットワークの向上、⑤ポケットパーク整備事業・広場整備事業の実施、⑥用途地域の見直しに
よる居住環境の改善

● 市民に対する施策
・①災害リスク軽減対策、②空き家活用促進への支援
● 事業者向け施策
・国の制度であるサービス付き高齢者向け住宅、地域優良賃貸住宅に対する建設費助成の活用
● 雇用創出のための施策
・①工業誘致の促進、②観光産業の充実

※１は、図書館法第 2 条第 1 項に規定する図書館、博物館法に規定する博物館その他これらに類する施設
※２は、「ゆめテクノ伊賀」のような教育研究機関その他これらに類する施設
※３は、「ゆめドームうえの」のような運動施設その他これらに類する施設

誘導施設の方針と誘導施設

伊賀市土地利用条例との関係

※2 工事着工の 30 日前までに届出が必要

（条例の申請と同時）

【都市再生特別措置法第 88 条及び第 108 条】

伊賀市土地利用条例の基準
及び条例手続きによる審査

適合通知証等の交付

関係許認可等手続き

工事着手

居住誘導区域外で届出の対象となる建築開発事業者（申請者）※2

■立地適正化計画における手続きの流れ

方針関連誘導施設は、それぞれの区域の目標実現のために必要な誘導施設をまとめたものですが、各支所周辺に

ついては、現公共施設の機能を集約・再編にあたっても維持する方針とします。

維持補完誘導施設は日常サービスの基本施設を対象とし、現状はほぼ充足されていますが、今後も維持するために

誘導施設として区域外への立地を抑制する方針とします。なお、保育所は、教育機能の付加も配慮して認定こども園も

含むこととします。

立地適正化計画の創設に合わせて国の支援制度が新設・拡充されました。主な新設事業は以下のとおりであり、民
間事業者への直接補助制度もあるため、都市機能誘導施設の立地にあたっては、これらの支援制度の周知を十分に
行い、区域内への誘導を図ります。

【主な支援制度】       ・都市機能立地支援事業

・都市再構築戦略事業

２．伊賀市が独自に実施する施策

【主な上位・関連計画】  ・伊賀市土地利用条例

・まち・ひと・しごと創生総合戦略

・地域公共交通網形成計画

・公共施設最適化計画

都市機能誘導のために講ずる施策等

※1 当該誘導施設が指定されている都市機能誘導区域外



 

平成29年4月1日

　「都市計画区域の統合」、「区域区分（線引き）制度の見直し」に伴い、伊賀市に適した
弾力的な新たな制度を検討してきました。平成30年度以降からの施行を目指し「伊賀市の
適正な土地利用に関する条例」（以下、土地利用条例）について、市民の皆さんを対象とし
た説明会を開催させていただきます。

【地域説明会日程表】　各会場とも19時30分～21時00分で開催します。
平成29年（月日） 会場 主な対象地域（地区市民センター単位）

4月18日（火） 三田地区市民センター 新居、三田、諏訪

4月20日（木） 伊賀市農村ふれあいセンター第１・２研修室 猪田、古山、花垣

4月25日（火） 中瀬地区市民センター 府中、中瀬

4月27日（木） 花之木地区市民センター 花之木、長田

4月28日（金） 神戸地区市民センター 神戸、比自岐、きじが台

5月9日（火） ゆめぽりすセンター２階大会議室 友生、依那古、ゆめが丘

5月11日（木） ハイトピア伊賀５階多目的大研修室 上野東部、上野西部、上野南部、久米、小田

5月16日（火） 阿山保健福祉センターホール 河合、鞆田、玉瀧、丸柱

5月18日（木） いがまち公民館ホール 柘植、西柘植、壬生野

5月19日（金） 島ヶ原会館ホール 島ヶ原

5月23日（火） 大山田農村環境改善センター２階大会議室 山田、布引、阿波

5月25日（木） 青山福祉センター教養娯楽室２ 阿保、上津、博要、高尾、矢持、桐ヶ丘

☆なるべく身近な場所で参加していただけるよう12ケ所の会場を設けています。なお、各

会場の対象となる地域を目安として記載していますが、お住まいの地域以外の会場でも自由

に参加していただけます。
【統一した土地利用のルール】

　伊賀市は、市町村合併後も、線引き

の上野都市計画区域と非線引きの伊賀

都市計画区域、阿山都市計画区域、青

山都市計画区域が存続している状況で

す。

　このため、一体的なまちづくりのた

めには、地域毎で異なる制度を統一す

る必要があります。

【伊賀市土地利用条例について】

　全市における土地利用の秩序をもた

せ、人口減少・少子高齢社会において

も持続可能な「多核連携型の都市構

成」を目指し、伊賀市に適した弾力的

な新たな制度として「伊賀市の適正な

土地利用に関する条例」を制定しま

す。

（前回の説明会の様子）

　【問い合わせ】
　　建設部都市計画課　　電話：43-2315　FAX：43-2317　E-MAIL：tokei@city.iga.lg.jp
　　　　　　　　　　　　住所：伊賀市馬場１１２８番地

   地域説明会の開催について  
 ～都市計画区域の統合、区域区分（線引き）制度の見直しに伴う 

   新たな制度（伊賀市の適正な土地利用に関する条例）について～ 

☆どのような都市を目指すの？

☆具体的にどのように、多核連携型の都市構成を目指すの？



■伊賀市では、まとまりのある都市を目指していますが、一極集中型ではなく、伊賀市都市マス 

 タープランにも記載（下図）されているように多核連携型の都市構成（伊賀市の中心部を広域 

 的拠点、各支所周辺を地域拠点として位置づけ、互いに連携しあう構造）を考えています。 

■都市計画区域の統合にあわせ、伊賀市の地域性を考えて、土地利用条例により、広域的拠点や 

地域拠点に集約、既存集落の維持を目指しています。 

■開発申請、建築確認申請の事前に審査する条例で都市計画区域内外問わず、伊賀市全域を統一 

した制度（条例）で土地利用を管理する仕組みを考えています。 

多核連携型の都市構成 
【広域的拠点】 

 伊賀市中心部 

（上野中心市街地 

     およびその周辺地区） 

【副次的拠点】 

 ゆめが丘およびその周辺地区 

【地域拠点】 

 伊賀 支所周辺地区 

 島ヶ原支所周辺地区 

 阿山 支所周辺地区 

 大山田支所周辺地区 

 青山 支所周辺地区 

 （伊賀市都市マスタープランより） 

☆どのような都市を目指すの？ 

☆具体的にどのように、多核連携型の都市構成を目指すの？ 

島ヶ原支所 

伊賀支所 

阿山支所 

大山田支所 

ゆめが丘 

青山支所 

上野市街地 

☆まちづくりの考え方は？ 

■地域拠点の確保 

支所周辺などは、既に一定の生活サービス施設が整っており、地域の生活拠点として今後とも 

維持すべき地域であるとともに、公共交通の拠点となる地域でもありますので、今後ともこれ 

らの役割を担っていけるような土地利用制度にします。 

■既存集落の維持・継承 

線引き制度では、集落の規定が厳しく、集落に配慮したきめ細かな土地利用が図れません。 

集落のコミュニティ機能を維持していくために、一定まとまりのある集落については、定住促 

進などが可能な土地利用制度にします。 

■継続的な産業の発展・振興 

道路交通網の利便性を活かし、新たな企業誘致や既存産業の基盤強化など、市の活力向上と雇 

用確保を進めていける土地利用制度にします。 

■地域活力の向上 

地域独自の特性を活かしつつ、地域の資源を活用した地域振興のための農産物販売所など、豊 

かな自然環境とともに取組める土地利用制度にします。 

■地域との情報共有 

地域ごとにどのような土地利用が行われる可能性があるのか、事前にわかっていれば安心して 

生活していけますので、事前に地域との情報共有が可能な土地利用制度にします。 



今後のスケジュール（案）

年度
伊賀市土地利用条例及び立地適正

化計画（伊賀市）
都市計画関係（三重県）

線引き見直し、都市計画区域統合

平成２８
年度

・伊賀市立地適正化計画国・県調整（1月）

・条例・立地適正化計画議会報告（2月）

・市都市計画審議会報告（3月）

・三重県に決定要請(11月）

・伊賀圏域マスタープランパブコメ(12月）

・三重県都市計画審議会報告（3月）

平成２９
年度

・条例・立地適正化計画地域説明及びパブ

リックコメント（4月～6月）

・議会上程（9月）

・市都市計画審議会及び県意見照会（10

月）

・市民広報（11月～）

・案縦覧・公聴会（4月～5月）

・国事前協議（6月～8月）

・国本協議（11月～12月）

・国土交通大臣の同意

・県都市計画区域再編都市計画決定

平成３０
年度以降

・伊賀市土地利用条例及び立地適正化計

画同時施行予定

・決定告示



今後のスケジュール（案）

平成28年11月25日 総合政策会議（伊賀市都市計画区域再編スケジュール）
平成28年12月１日 議員全員協議会（伊賀市都市計画区域再編スケジュール）
平成29年１月４日 市政運営会議（伊賀市都市計画区域再編スケジュール）

平成29年２月２日 総合政策会議（伊賀市土地利用条例及び立地適正化計画）
平成29年２月13日 議員全員協議会（伊賀市土地利用条例及び立地適正化計画）
平成29年３月９日 都市計画審議会（伊賀市土地利用条例及び立地適正化計画）
平成29年３月24日 市政運営会議（伊賀市土地利用条例及び立地適正化計画）

平成29年４月１日 地域説明会開催案内（広報いが市 同時配布）
平成29年４月中旬から5月下旬

地域説明会開催（市全域12会場）
パブリックコメント実施


