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平成２９年度第４回伊賀市都市計画審議会 議事録 

 

１  開催日   平成２９年１１月１３日（月） 

２  開催時刻 午前９時３０分 

３  閉会時刻 午前１１時００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２９－７号議案 伊賀都市計画区域再編に伴う都市計画名称変更（伊賀市

決定）について 

第２９－８号議案 伊賀都市計画区域再編に伴う都市計画名称変更（三重県 

決定）について 

第２９－９号議案 伊賀市土地利用基本計画案について 

６  出席委員 柘植満博委員、浦山益郎委員、森正美委員、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、西澤浩委員（９名） 

７  欠席委員 淺野 潤憙委員、靎﨑正宣委員、藤井淳夫委員、澤井 成之委員、 

福本智一委員、（５名） 

８  出席幹事 大森副市長、尾登産業振興部長、清水建設部長、中井建設部理事兼次長、 

山本建設部次長兼都市計画課長、森交通政策課長 

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 

 

午前９時３０分開会 

傍聴の有無 

 有り １名 

除斥事由の有無 

 無し 

議事録署名人の指名 

 近森委員、福村委員 

議事開始 

審議事項：第２９－７号議案 伊賀都市計画区域再編に伴う都市計画名称変更（伊賀市決定）

について  

審議事項：第２９－８号議案 伊賀都市計画区域再編に伴う都市計画名称変更（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） 
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（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。 

 ございませんか。それでは、第２９－７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。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２９－７号議案については、原案どおり可決されまし

た。 

第２９－７号議案 伊賀都市計画区域再編に伴う都市計画名称変更（伊賀市決定）につい

て：原案どおり可決 

（議長） 次に第２９－８号議案について、都市計画審議会として原案どおり承認

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。 

第２９－８号議案 伊賀都市計画区域再編に伴う都市計画名称変更（三重県決定）につい

て：異存なし 

 

審議事項：第２９－９号議案 伊賀市土地利用基本計画案について 

（事務局） 議案説明（略） 

（委員） 基本的な考え方から押さえさせてください。線引きが平成４年に施行さ

れて、私自身は旧の上野市の発展が非常に阻害されたと理解しています。

いよいよ自主条例をもって、土地利用については、私たち住民が決定し

ていける、地方自治、住民主体の制度になっていくということで非常に

喜んでいますが、事前に配布いただいた伊賀市土地利用基本計画書案２

ページ目、「市の土地利用の基本となる方針」で７つの方針が示されてい

ますが、やっぱり抑制、規制なんだろうか。それとも自由にまちづくり

をしていける方向性なんだろうか。今は自分たちの手に自治権を取り戻

すために県や国に対して、線引きを廃止するというのが大前提であって、

過渡期的にしばらく国や県の言うことを聞きながら、自由に土地利用を

為すために色々と考えているのかを確認させていただきます。 

（幹事） 要はですね、乱開発を防止するというのが根本にあります。コンパクト

シティを基本とし、なお且つ既存集落とのネットワークを確保する。そ

の中で、住民の意思に基づいて、規制の中で出来る範囲で、今までの国

からの圧力ではなく、自らの考えの下で市の土地利用を適切に、効率的

に行っていくというのが基本的な考え方だろうと思います。優良な自然
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等も保持しながら、身の丈に合った土地利用をしようというのが基本的

な考え方だと思います。 

（事務局） 基本はコンパクトシティ プラス ネットワーク。今後人口減少は確実

です。更なるインフラ整備は縮小していくことになり、これからは維持

の時代になるということです。６市町村が１３年前に合併しましたが支

所周辺といった地域拠点を大事にして、それを交通ネットワークで結ぼ

うという考え方ですが、新たな下水道を引く、新たな開発を行う、そう

いったことより今住んでいるコミュニティを大事にして、そこに新しい

人も空き家等ができたらそこに来ていただく。それとは別に、委員さん

がおっしゃられた新しい開発ですが、条例の１７条に地区土地利用計画

があります。住民自治で地域はこういう事業を進めて行きたいんだとい

うことが出来ます。あくまで基本計画は基本となる Ver.1.0としまして、

それに上書きできる余地があります。それが、第１７条で、住民自治協

議会は市長に地区土地利用計画の認定を申請することができる、自分の

地域は新しいビジョンを進めて行きたいんだということで土地所有者の

２分の１以上の同意を得られたら新たに基本計画の Ver.1.01という形で

上書きが可能なシステムになっています。あくまで今あるコミュニティ

を大事にして、かつ各地域で新しい事業もやっていきたいということで

あれば、第１７条の地区土地利用計画を上書きしていただいたらと思い

ます。 

（委員） 今説明のあった住民自治協議会、２分の１以上の同意とか、自治協議会

からの判断書の提出により（特定開発事業について）認定していく。こ

れは同意行政を助長させることになりませんか。行政のまちづくり、行

政という許可権限者、規制をする権限者としての責任を放棄していない

か。この辺りを伺いたい。 

（事務局） 住民自治協議会の役割は少し重くなるとは思います。各地区での説明会

をさせていただくと、新たに住民自治協議会に判断させるのは良くない

という地区もあれば、積極的にやっていくという地区もありました。で

すので、仕組みとして、特定開発事業が出てきたら、一定の説明会を開

いて一定の意見を聞く、その状況を土地利用審議会へこういった意見が

あったと報告いただいて、土地利用審議会で判断する。最終の決定は市

長がする。あくまでも住民自治協議会では、説明会で議論をしていただ

くということです。最終決定が住民自治協議会ではありません。 

（委員） 今おっしゃった流れは、条例では記載する必要はありませんが、オペレ
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ーション、意思形成のプロセスについては要綱か規則に記載して明文化

すべきだと思います。説明のあった例は良い例で、市にお任せします、

もう１つは地域が積極的に乗ってくる例。地域が積極的に乗ってくる際

の良い部分は、地域で共存するための諸条件をすり合わせして、区費払

ってね、溝掃除出てきてねとかそういった部分は良いとは思いますが、

業者に金出せとか、あれしろ、これしろとなった場合は、伊賀市の評判

が下がります。そうならないようなオペレーションの仕組みを整理する

必要があると思い意見します。また、方針の第６番、「市街地の拡散を助

長し、周辺環境や景観に影響を及ぼす沿道開発の抑制」しましょうとな

っています。これについて、価値のないところに沿道サービス、沿道開

発は生まれてこない。コンビ二も非常に綿密な市場調査をして、ここな

ら儲かる儲からない、ここなら地域住民の冷蔵庫の一部として使ってい

ただけるいただけない、人は住んでいないけれど交通量があるので十分

採算がとれるといったように、マーケットが決めている。行政がマーケ

ットの上に立ってマーケットを抑えるようなことをしてしまわないか非

常に危惧がある。そういう観点から、（幹線道路地区）名張街道は良いけ

ど、青山街道は２車線だけど駄目なのか。（工業用地区域）５ha以上ある

一団の工業用地の隣接地とか、線引きの時代と変わらないのでは。国道

について、もう少し柔軟な立場のほうが良いと思いますが、これに対し

ての意見はいかがか。 

（事務局） 条例第９条の第２項第８号に幹線道路沿道区域の方針を定めています。

「名阪国道インター周辺や４車線道路の幹線道路をはじめとする主要な

道路の沿道」とあります。名阪国道インター１キロ以内というのと、４

車線道路ということで、国道 368号を幹線道路地区として定めています。

神戸街道国道 422号は沿道サービス道路地区として定めています。 

（委員） 今あえて申し上げたのは、将来を考えたときに基本計画を見直すという

ことをあえて条例としていれておくのか、例えば３年先に抜本的に見直

すといれておくのか、要綱や規則の中で柔軟に捉えるのか。 

（事務局） 今回は Ver.1.0 という計画です。先進地として長野県安曇野市へ８月に

行きましたが、安曇野市は自主条例で運用して５年経過し、Ver.1.1とい

うように基本計画を見直しています。伊賀市はどうするのかということ

ですが、ルールは作りましたが、全国的にも２例目ということで、実際

マーケット、市場がどう動くか予想はつきませんが、５年と言わず、状

況に応じてより早い段階で中身の見直し時期が来るのかなと思いもあり
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ますが、まずはこの案で進めていく。修正については、今後土地利用審

議会の委員で修正案を審議いただいて進めていく。そういう形です。 

（委員） 線引きが施行されたときに、連日のように問い合わせがあった。問い合

わせに対して当時県に聞くと、なかなか予測不可能な想定外の話が出て

きて暫く時間がかかって回答があった。綿密に計画いただいていて見事

だと思いますけど、想定外の話で相談があったときに非常に判断に困る

部分に都市計画課が対応することが多いと思う。２年先とか３年先に見

直すのか、タイムリーに見直していくのか。どうですか。 

（事務所） 現在のところ、２年や３年で期日を切って見直すという考えはありませ

ん。タイムリーに状況に応じて進めていく。年数は決めておりませんの

で、時期や内容に応じて修正をしていきたいと思います。 

（委員） 先ほどのオペレーションの明文化と同じく、今回も適宜見直しをかけて

いく、一定の期間で土地利用審議会にかけるという等明文化しておいて

ください。もう一点、「市の土地利用の基本となる方針」の方針３ 車に

過度に依存したまちから「公共交通の活用に配慮した居住空間づくり」、

あえて７つの方針の１つとして掲げられている。４月から新しいまちづ

くりの条例が施行される。では来年４月からは車に依存しない公共交通

に配慮したまちづくりが同時に出来るのだろうと私は思いますが、交通

政策課長、どうですか。 

（幹事） 土地利用基本計画、そして当課が所管しています公共交通網形成計画が

あります。両方の計画が整合するように都市計画課と打合せをしてきま

した。公共交通網形成計画で位置づけている施策は、平成２７年度から

平成３２年度を目標に各施策を執行していますので、４月から劇的に何

か変化があるということは無いですが、出来るだけ車に過度に依存しな

いような公共交通の充実を進めていきたいと思っております。 

（委員） 最後に意見だけ付させてください。この自主条例というのは、劇的に伊

賀市の行政を変えていく大きな分岐だと思う。都市計画課だけが所管し

ているというわけではなく、市の組織の副市長、参与、各部長が連携し

て、例えば企画振興部とどう連携して新条例を実のあるものにしていく

か、若しくは、上下水道部とどう連携していくか、全てまちづくりとい

う切り口から見たときに、全ての部が関与せざるを得ないと思う。あと

半年弱ありますが、施行までの間に仕組みづくりであるとか、体制づく

りであるとか、心構えをしっかりして施行に臨むよう意見を付します。 
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（委員） 私も懸念しているのが、先ほどの自治協議会の特定開発に対する判断書

です。最終的には土地利用審議会で審議となっておりますが、その判断

書の重み、どのような捉え方をしているかが一点です。自治協議会の方

たちは専門家ではありませんので、ある一定の任期が終わればメンバー

も変わっていく。その度々に判断をされる。素人の集まりだから判断を

気にしなくて良いというのではなく、専門的な長期的な視野に立った判

断が非常に大事だと思います。土地利用審議会のメンバーも非常に大事

だと思います。できれば、都市計画審議会とリンクするものであればと

思います。それと、しきりにコンパクトシティという言葉をたくさん聞

きました。スマートな響きで未来が開けるような感じがしますが、コン

パクトシティを提唱して実行している都市もあります。富山市とか。コ

ンパクトシティが伊賀でどのような形で具現化されるか、そして、コン

パクトシティを何年もやってきた検証のようなものがあれば教えてくだ

さい。 

（事務局） 判断書についてです。住民自治協議会により成熟している協議会もあれ

ば、形式的な協議会もあると伺っています。最終的な判断は伊賀市長が

するのですが、特定開発事業が出てきたら、事務的に、期間内に説明会

を求めて開催して、十分に開発業者の説明を聞いて、住民の生の意見を

そのまま挙げてもらったら良い、それが判断書になると思います。二点

目の土地利用審議会についてですが、規則には、都市計画・建築部門、

法律部門、行政部門、環境部門のような形で各部門を記載しておりまし

て、人数は５名を求めたいと思います。三点目のコンパクトシティのこ

とですが、現在あるコミュニティを大事に、既存集落を基礎として充実

していく。空き家に大阪から来てもらう。もっと多ければ支所周辺の地

域拠点でファミリーを確保する、そして拠点を結ぶというのが基本です。

新しい整備はしない、現在の伊賀を維持する形です。安曇野市もよく似

た考え方で、エリアを決めて既存集落を大事に整然とした町並みでした。

伊賀市も６市町村が１３年前に合併し、上野だけ、中心市街地だけでな

く、６市町村の地域拠点を十分維持してコミュニティの区域を深めてい

くことが必要だと考えます。 

 

（委員） 先ほど委員がいくつか重要な指摘をしました。一点だけ確認です。オペ

レーションの段階でいくつかの問題が出たら、随時見直していこうとい

う話がありましたが、何を見直すのか。混乱しているかもしれないので
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整理したい。条例は随時見直すものではない。今日の議題の土地利用基

本計画も随時見直すものではない。議案書の最後のページの、何が○で

何が×という（建築開発事業の基準一覧表）これが随時見直すもので、

条例の運用指針や運用規則というようなものに相当するのかと思います。

この表の名前は分かりませんが、運用細則や運用指針というカテゴリー

に相当するのではないか。これについては、適宜見直し、必要があれば

見直ししても良いかなと思います。これはどういう手続きで変更するも

のですか。普通、運用細則は行政の内部でしかるべき手続きで変更する

のが一般的かもしれませんが。その手続きと、今日話題になった適宜見

直すのは運用細則に相当する部分だということを再確認して、できれば

これ（建築開発事業の基準一覧表）何人の目にも触れるものになってい

ないといけないのではと思います。条例は当然公開される。土地利用基

本計画も基本的には公開される。「運用細則」についても、見ようと思っ

たら見られるようになっていないといけないと思います。随時見直す、

何を見直すのか不明だったので質問します。 

（事務局） 先ほど、私は「土地利用基本計画」を見直すと発言しました。申し訳あ

りません。そうではなく、○▲×を示した表（建築開発事業の基準一覧

表）の適宜見直しを考えております。進め方ですが、基準一覧表につい

ては、今日都市計画審議会で審議いただいた後、条例では２０日間公告

縦覧して意見を求め、最終決定内容は議会報告、ホームページ等へ掲載

する等４月までに広く周知していきたい。変更が生じた場合は、条例第

１１条には土地利用審議会とあります。基準一覧表の修正についても、

土地利用審議会で審議いただくこととしております。 

（委員） ○×表（建築開発事業の基準一覧表）は、基本計画案についての第１１

条を適用するということは、基本計画に準じた扱いをするということで

すね。 

（事務局） はい。 

（委員） 分かりました。 

 

（委員） 郊外住宅団地区域で▲が多い。その中の工場で「危険性や環境悪化のお

それが非常に少なく」とありますがどう判断するのか。土地利用審議会

で審議されることと思いますが、ざっくりした▲が多いので、きちんと

判断していただかないと大変なことになると表を見て思いました。運用

を土地利用審議会でしっかりやっていただきたい。意見です。 
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（委員） 「適正かつ合理的な土地利用を図るための基本となる区域」で「地域拠

点等の拠点区域」として支所周辺ということですが、「地域に居住する人

が、行政サービス、買い物、診療等の日常サービスが受けられる」と記

載されていますが、市の公共施設の最適化計画が動いていると思います

が、そちらとの関連で支所機能の見直しについてどのような方向で進ん

でいるのか教えてください。 

（幹事） 支所の見直しについては、明確に具体的に進んでおりません。今後公共

施設の最適化の中でやっていこうと。まず新しい新庁舎が出来、組織を

統合したうえで、次に支所機能をそれぞれどうしていくか。今はそれぞ

れの分庁舎、例えば建設部が阿山に、教育委員会が大山田にとバラバラ

の行政になっている。それを統合したうえで今後支所という内部的な検

討があります。土地利用についてもです。 

 

（議長）  それでは、第２９－９号議案について、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） 採決しましょう。 

（議長） それでは、第２９－９号議案について、都市計画審議会として原案どお

り承認するものとしたいと存じますが、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２９－９号議案については、原案どおり承認されまし

た。 

第２９－９号議案 伊賀市土地利用基本計画案について：異存なし  

 

（議長） 以上で本日の議事は終了いたしました。続いて報告事項を事務局お願い

します。 

（事務局） 前回の都市計画審議会におきまして、議案番号２９－６『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）』の議案

書４４ページ、第３章 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』との記述を求

めるという意見を添えて三重県に進達しました。このことについて、三

重県において検討された結果、この第３章には地方自治法に基づく条例

については記載しないこととなっていることから、第２章に記載し、先

月の三重県都市計画審議会において審議され、可決されましたことを報
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告させていただきます。以上です。 

（議長） 以上で終了します。 

 

午前１１時００分閉会 

以上 

 


