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平成２９年度第３回伊賀市都市計画審議会 議事録 

 

１  開催日   平成２９年１０月４日（水） 

２  開催時刻 午後２時００分 

３  閉会時刻 午後３時１５分 

４  開催場所 阿山保健福祉センター １階ホール 

５  議  事  

審議事項：第２９－３号議案 上野都市計画汚物処理場の変更（伊賀市決定）について 

第２９－４号議案 伊賀都市計画区域の変更（三重県指定）について 

第２９－５号議案 上野都市計画区域区分の変更（三重県決定）について 

第２９－６号議案 伊賀都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の 

方針の変更（三重県決定）について 

６  出席委員 柘植満博委員、浦山益郎委員、森正美委員、靎﨑正宣委員、 

田中覚委員、近森正利委員、福村教親委員、西條エリ子委員、 

石山 淑子委員、澤井 成之委員、福本智一委員、西澤浩委員（１２名） 

７  欠席委員 淺野 潤憙委員、藤井淳夫委員（２名） 

８  出席幹事 大森副市長、藤岡総務部長、大橋人権生活環境部長、尾登産業振興部長、 

清水建設部長、中井建設部理事兼次長、高木人権生活環境部環境政策監、 

山本建設部次長兼都市計画課長、南浄化センター長、島藤主幹 

９  事務局  都市計画課 川部副参事、城主幹、谷岡主任、西澤技師、稲森主任 

 

午後２時００分開会 

除斥事由の有無 

 無し 

傍聴の有無 

 有り １名 

議事録署名人の指名 

 靎﨑委員、福本委員 

議事開始 

審議事項：第２９－３号議案 上野都市計画汚物処理場の変更（伊賀市決定）について 

（事務局） 議案説明（略） 

（議長） 説明が終わりました。ご質問、ご意見等ありましたら発言をお願いしま

す。 

（委員） 念のためにこの機会に確認させてください。この施設は一般廃棄物を処
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理する施設であって、産業廃棄物は処理しませんね。前回の都市計画審

議会で産業廃棄物処理施設に関しては、施設の配置などこと細かく計画

変更を議題としたのですが、一般廃棄物の場合はこのエリアというよう

なもので齟齬することはないのか、というのが一点、二点目に都市計画

審議会では、今処理している水量や水質まで及んで計画が妥当かどうか

を審議する必要があるかどうか、三点目が、さきほどの説明で新しい施

設ができます、古い施設は事務所に使うということが公共のものなので

所謂線引きに抵触しないのか。この三点を確認させてください。 

（事務局） まず、一般廃棄物の処理なのですけど、し尿の処理施設になりますので

産業廃棄物処理施設にはあたらないということになります。そして一般

廃棄物の処理施設を設置する際、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の

第９条の３に基づき届出が必要となります。水量、水質については、都

市計画審議会で求められてはおりません。事務所については、汚物再生

処理センターに附随する建築物となりますので、問題ないと考えます。 

（委員） 廃掃法の第９条の３、これは変更の許可で、軽微な変更にあたるのだろ

うか、この施設は。 

（幹事） 環境政策監です。ただいまの委員のご質問ですけど、軽微な変更にあた

るということではございません。新たな施設で処理内容も変わりますの

で一からの提出となります。第８条は県知事の一般的な許可なのですが、

市町村の場合は第９条の３により３０日前までに届出という形になりま

すので、そのとおりいたします。 

 

（議長） 他に質問が無いようです。今までの質疑から審議会として特別に意見を

付する必要はありませんので、第２９－３号議案について、都市計画審

議会として原案どおり可決するものとしたいと存じますが。 

（委員） 原案どおり可決で良いのですが、先ほどの説明で処理区域が変わってく

る、青山の区域は増えてくるという説明でしたので、さきほどのスライ

ドで市道を山の中ずっと入ってきますから、道路の関係だけ通行を十分

配慮するようにと（意見として）盛り込んでいただくと良いのかなと思

います。後ほどで構いませんので当局と決めていただいたらと思います。 

（議長） 途中経路の安全確保ということですか。 

（委員） そうです。 

（議長） 事務局で検討いただきたいと思います。 

（委員´） 後で確認ではなくて今確認していただいて可決してはどうでしょう。青
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山区域が増えるとして、一日何台くらい増えるのですか。説明で道路は

幅 5.5 メートル位ということでしたので、それで交通上問題が無いかを

確認いただいて、問題が無いということなら良いですし。私が補足説明

することではないですが、汚物処理場のような都市計画施設というもの

はいくつかありまして、道路、公園、上下水道、そして火葬場、と畜場、

そういうものは関係者がたくさん居て、適正なプロセスを経て皆が担当

して作っていくというのが都市計画であると。汚物処理場はその中でも

上下水道と同じカテゴリーに入ると。上下水道は最近は処理区域を定め

て処理場を作って上流域から汚水や雨水をひっぱってきて処理する。処

理場の位置と幹線は決めるが枝管は決めない、具体的に言うと枝管まで

都市計画決定すると、部分的に変更ばかりになるので、大まかな処理場

や幹線は決める、それ以外は決めないように 10年ほど前からなっている

と。この施設についても位置と範囲は決めるけれども他の施設計画は決

めないということです。質問は、青山を含むことで何台増えるのか、交

通問題は生じないのかで、回答いただけたらと思います。 

（幹事） 浄化センターです。青山からの台数といいますと日に６台から８台とい

う計画になっています。 

（委員） 一時に混みあうのか、別に誤差の範囲なのかも含めて。 

（議長） 今の台数に対してどういう影響があるのかというようなことまで説明し

てくれますか。 

（幹事） 浄化センターです。６台から８台につきましては、かためて来るのでは

なくてバラバラで来る予定です。安全には配慮して計画します。 

（議長） ということは、安全確保もできますし、地域の皆さんに影響を及ぼすよ

うなことにはなりませんということなのでしょうか。 

（委員） 現在は何台で、６台から８台は全体のパーセントか、どうなりますか。 

（議長） パーセンテージで増加率を説明できますか。 

（幹事） 現在の運搬台数は一日平均６３台、（増加分は）一割ということになりま

す。 

（幹事） （副市長）全体六十数台の中で６台、一割ということですが、待避所も

あるのでそれほど交通に障害があるわけではないということをご理解い

ただきたい。 

（議長） よろしいですか。 

 それでは、再度となりますが、今までの質疑から審議会として特別に意

見を付する必要はありませんので、第２９－３号議案について、都市計
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画審議会として原案どおり可決するものとしたいと存じます。それでは

賛成の方の挙手をお願いします。 

               <全委員 挙手> 

（議長） 賛成多数により第２９－３号議案については、原案どおり可決されまし

た。 

審議事項：第２９－３号議案 上野都市計画汚物処理場の変更（伊賀市決定）について 

原案どおり可決 

 

第２９－４号議案 伊賀都市計画区域の変更（三重県指定）について 

第２９－５号議案 上野都市計画区域区分の変更（三重県決定）について 

第２９－６号議案 伊賀都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更（三重県

決定）について 

<関連事項につき、一括して説明> 

（事務局） 議案説明（略） 

（委員） 第２９－６号、最後の案件ですが通称区域マスタープランといわれるも

のですが、現在４つある都市計画区域を１つとして伊賀都市計画区域の

中をどういう風にするのか、開発及び保全の方針を県が立てるのですが、

その文案について、質問です。先ほどスライドで説明のありましたよう

に今４つの都市計画区域それぞれあるマスタープランを１本のマスター

プランに集約する、合体させたというのがこの案だと思いますが、三点

質問があります。言葉遣いというか、揚げ足を取るような内容かもしれ

ませんが、青い字の４１ページ、タイトル５伊賀圏域における今後の課

題の（１）の一番下に「また、今後、都市計画区域外の一定の範囲にお

いて、市街化動向が見られる場合は、都市計画区域への編入や準都市計

画区域の指定等、適切に対応する」と書いてある。（２）都市計画区域と

都市計画区域外との関連性のアにも同じことが書いてある。どのような

ことが違うのか、単純にダブっているのかよく理解ができないので質問

します。それから４４ページです。前二つの案件は、１７ページの理由

書の破線で囲まれた部分で先の議会で議決された条例に関することが書

いてあるのですが、条例が通ったら条例を制定していますと修正します

と区域の一体化も、区域区分の廃止についてもこのようなことが注意書

きしています。それに関連するのですが、４４ページ、ク計画的な都市

的土地利用の実現に関する方針で「用途地域の指定や立地適正化計画の

策定等、適切な土地利用の規制や誘導について検討します。」とあります
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が、都市計画法によるマスタープランなので都市計画法についてだけ書

けばよいのかもしれませんが、２つの議案は市が条例を制定しているか

らといった念押しをしている。従いまして、クのところにも伊賀の特徴

である条例を適切に運用することで、都市的な土地利用の実現に資する

というような一文を書いておいていただいたほうが、伊賀圏域のマスタ

ープランとして良いかなと思います。もう１つ質問です。４７ページ、

３の（１）主要な市街地開発事業の決定方針に「上野市駅周辺地区につ

いては、土地の高度利用や都市機能更新を図る」とその後「歴史的景観

等に配慮しながら」とあります。土地の高度利用や都市機能更新という

ものと、歴史的景観の配慮というものが矛盾しないのかなと、例えば商

工会議所が入っているハイトピアのことを意味しているのなら事業が終

わっているのだからわざわざ書く必要が無いじゃないかなと思っており

ます。従って「土地の高度利用や都市機能更新」って何のことですかと

いうのが質問です。 

（事務局） ご質問いただいた内容について、まず１つ目から説明申し上げます。４

１ページ、伊賀圏域における今後の課題の中の（１）（２）の都市計画区

域内への編入、準都市計画区域の指定をしますと（１）がなっていて、（２）

については伊賀市のことが書かれているのですが、伊賀圏域のマスター

プランといいますのは伊賀市だけでなく名張市についても伊賀圏域のマ

スタープランの対象となっております。伊賀市だけのマスタープランと

いうわけにはいきませんので、県としてもそれを配慮したコメントにな

っていると存じます。従いまして伊賀市については（１）（２）と同じ意

味合いになっていると考えていただいて結構です。今現在、事務局の説

明にあったように平成３２年度から圏域マスタープランが新たに策定さ

れるということで、今手続き中です。今回伊賀市が都市計画区域を統合

して一本化することによってそのコメントが発生することができたとい

うことです。今後の見通しとして、伊賀市においても早くて来年度早々

土地利用の制度の一体化という運用をしていく中で、次回の策定に向け

基礎調査等のデータも踏まえて見直しの必要性についても検討していき

たいというコメントになっていると存じます。次に、４４ページク計画

的な都市的土地利用の実現に関する方針のところですが、委員がおっし

ゃったとおり、確かに都市計画法に基づく都市マスタープランというこ

とですが、条例を適正に運用するということも当然必要と存じますが、

これも名張市との一体的な伊賀圏域マスタープランということで、県と
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してもこのようなコメントに留めたのではと推測されます。先ほどと同

様に３２年度の新たなプラン策定につきましては、そのようなところに

配慮していくべきではと考えております。４７ページの主要な市街地開

発事業の決定方針に「上野市駅周辺地区については、土地の高度利用」

とありますのは、委員がおっしゃったとおり、ハイトピア伊賀で既に駅

前再開発事業は完成しているのですが、平成２２年度の見直しの中で上

野の圏域マスタープランの中で書かれているのですが、部分修正するに

あたっては次回の３２年度のマスタープランの検証の中でコメント等検

討していく必要があり、今回についてはあくまで４つある区域における

関連するマスタープランを伊賀市の都市計画区域１本になるということ

でまとめていくという形で考えていただけたらと思っております。 

（委員） 県の考え方を市の方が翻訳して説明していただいたと思いますけど、概

ね理解はできますが、今、伊賀市の都市計画審議会の意見を聞かれてい

るのですから、とりわけ４４ページのクの欄については「伊賀市におい

ては条例の適切な運用」というような内容を付け加えて欲しいという要

望をだしたらいかがかなと思います。 

（議長） どうですか。 

（事務局） 先ほどご意見いただいたこと、きちっと県へ伝えます。 

（議長） 委員さんの「伊賀市・・」という文言についてはどうですか。 

（事務局） 具体的に申しますと、４４ページのクに自主条例を適正に運用していく

というような文言は県の考え方もありますけど、内容については委員の

ご意見を頂戴したと三重県に伝えます。 

（議長） 県と協議の中でこの意見を伝えるということで、委員はよろしいですか。 

（委員） 伊賀の都市計画審議会として意見を加えて回答するということでは。 

（事務局） 都市計画審議会の意見としてコメントを付けて答申いただいたらと思い

ます。 

（議長） 委員、賛同いただけますか。 

（委員） はい。 

 

（委員） 的外れならご指導いただきたいですが、全体を見せていただいて、線引

きで規制をかけるというのは、最近流行のメガソーラーへの建設に、無

秩序な開発を防ぐ、これに関しては賛同はできるのですが、あちこちに

出てきます「人口増加が望めない中」で、規制ばかりかけていたら不要

な金もかかるのではないかなと、田舎において建築確認や車庫証明の時
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に不要な金もかかるのではないかな、結論的に何の意見かは分かりませ

んが規制ばかりもどうだろうという話です。皆さん都市計画法の中で仕

事をされているのは分かるのですが、土砂災害対策法というのですか、

土砂災害のイエローゾーン、土砂災害警戒区域とかレッドゾーン、土砂

災害特別警戒区域がありまして、伊賀地域でも必ずそういう所が明示さ

れていると思うのですが、都市計画法に無いからということではなく、

平成２５年には三田地区浸水対策会議があって当時の部長や土木の所長

や木津川上流河川事務所長が寄って国道沿いキャノンの前が浸かったと

きそのような会議もあって、そういう被害が出た所も線引きの中にある

んじゃないかなと。その辺りを面的にこういった色分けの中に規制の区

域として入れていく、都市計画図は皆の前にさらけ出されるというか、

都市計画法は都市計画に必要なものを定めるなかで都市の健全な発展や

秩序をもって国土の発展もありますし、都市部と農林業との健全な中和

が目的として都市計画法にあると思うのですが、都市計画法に無いから

ということではなくて、こういう（災害警戒）地域を入れていくことに

よって一目瞭然で分かるということになるんじゃないかなと、そういっ

た絵を入れると。面で浸水想定区域をエリアとして入れることはできな

いのかなと思いました。都市計画図を見たときに、そういうエリアが被

せてあるのを見たことが無かったものですから。都市計画図にはそうい

うところが重要じゃないかなと思います。 

（事務局） 大切な情報なのですが、都市計画図にハザードマップや浸水区域を一目

で分かるよう、レイヤーを重ねて分かるようなものを提案いただいたと

思いますが、都市計画図は用途地域等の記載のみの運用をしているのが

実態でございます。 

（委員´） 今の発言は、市のマスタープランにそういった災害リスクがあるような

場所も組み込んだらどうかという提案だと思います。今県が都市計画区

域のマスタープランの見直し作業をやって、その中で市街化区域を設定

する、人が住む区域を、立地適正化計画で居住流動区域を定めるとかが

ある。その中に、例えば伊勢湾岸だと津波の想定区域、２ｍ以上浸かる

ような区域だとか、河川の浸水で家屋倒壊区域だとか定めなさいという

手法がある。そういうものが市街化区域だとか居住誘導区域とかに入れ

ないでマスタープランを検討するという方針を出しているので、それが

できるとそれに適合するように市のマスタープランも見直しなさいとい

う時期が来ると思います。遅くともその時には、委員の提案に対応でき
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るかもしれないと思います。 

 

（委員） ３２ページ、圏域・都市計画区域の将来都市構造図を拝見して、その次

３４ページ、せっかく自主条例で規制を外して２０年放ってあった伊賀

の中心の上野の開発をやっていこうか、同時に人口が減ってきて過疎化

している周辺も含めて、さらに一体的に開発していくかというときに、

あまり将来はこうなって行きたいというのは書かないほうがいいのでは

ないかと、文章では少し読み取れないので質問させていただきます。地

域拠点、支所周辺を書いてある。合併したのに効果が薄れると私は思う。

歴史・文化拠点とあるけど、本当に伊賀の上野の城下町だけが歴史・文

化の拠点なのか。そんなことはないですよ。坂之下は歴史が古いですよ。

等という表現は良いと思いますけど、ここに書きすぎるのはどうかと。

お考えあれば教えてください。 

（事務局） 新しい圏域マスタープランを見直しているところです。２２年策定当時

の４つの都市計画区域を元にコメントを書いてあります。市の条例の運

用では、地域拠点として各支所周辺に加えて交通結接点である伊賀神戸

駅、柘植駅周辺も地域拠点として位置づけしているところでございます。

県としてのマスタープランはこのようなコメントですが、補完するよう

に伊賀市においては独自にマスタープランを策定することになりますの

で、十分調整したうえで策定していく必要があると考えます。 

（委員） これまでの都市マスタープランは不細工なものだった。今後高度な都市

マスタープランを策定されることを期待します。 

 

（議長） それでは、第２９－６号議案については（４４ページ ク計画的な都市

的土地利用の実現に関する方針 に）「伊賀市においては、伊賀市の自主

条例を適切に運用する。」という記述を求めると意見を市に申し述べるこ

とといたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。 

（委員） 異議なし。 

第２９－６号議案 伊賀都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更（三重県

決定）について：意見を添える 

（議長） その他第２９－４、２９－５号議案については、審議会として特別に意見を 

付する必要はないので、原案どおり承認するものとしたいと存じますが、ご

異議ございませんか。 

（委員） 異議なし。 
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第２９－４号議案 伊賀都市計画区域の変更（三重県指定）について：異存なし 

第２９－５号議案 上野都市計画区域区分の変更（三重県決定）について：異存なし 

 

（議長） 以上で本日の議事を終了します。 

 

午後３時１５分閉会 

以上 


