
資料編
１．つるぎ町都市計画マスタープラン策定経過について
(1)策定経過

作 業 内 容 と 実 施 日

つるぎ町都市計画策定委員会設置 平成25年10月1日

第1回策定作業部会開催 策定方針について 平成25年10月25日
第1回策定委員会開催 策定方針について 平成25年10月25日

つるぎ町都市計画審議会への報告 平成25年10月28日

第2回策定作業部会開催 地域意見交換会・アンケート調査について
平成25年11月13日

地域意見交換会 145カ所 146名参加 平成25年11月27日～1月24日
中央商店街聞き取りアンケート調査 34件回答 平成25年12月16日～1月31日
アンケート調査 578件回答 平成26年1月7日～1月17日

第3回策定作業部会開催 計画素案策定 平成26年2月10日
第2回策定委員会開催 計画素案策定 平成26年2月10日

つるぎ町都市計画審議会への報告 平成26年2月12日
つるぎ町議会へ計画素案を報告 平成26年2月18日

パブリックコメントの募集（提出数：0件） 平成26年2月12日～3月14日

第4回策定作業部会開催 計画原案策定 平成26年3月18日
第3回策定委員会開催 計画原案策定 平成26年3月18日

つるぎ町都市計画審議会へ原案報告・諮問 平成26年3月20日

つるぎ町都市計画審議会から答申 平成26年3月28日



(2)策定員委員会の状況
①つるぎ町都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱
（設 置）

第１条 都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条の２第１項に規定する市町村の都市計画
に関する基本的な方針（以下「都市計画マスタープラン」という｡）を策定するにあたり、つ
るぎ町都市計画マスタープラン策定委員会（以下「策定委員会」という｡）を設置する。

（所掌事務）
第２条 策定委員会は、次に掲げる事項を審議する。
一 都市計画マスタープランの策定に関すること。
二 その他都市計画マスタープランの策定に必要な事項に関すること。

（策定委員会の組織）
第３条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
２ 委員長は、副町長をもって充て、会務を総理する。
３ 副委員長は、企画課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、
その職務を代理する。

４ 委員は、別表第１に掲げる者をもって充てる。

（策定委員会の会議）
第４条 策定委員会の会議は、委員長が必要と認めたとき招集する。
２ 策定委員会の会議の議長は、委員長をもって充てる。
３ 委員長は、必要があると認める場合にあっては、委員以外の者を会議に出席させて意見を
聴き、又は資料の提出を求めることができる。

（作業部会の設置及び所掌事務）
第５条 策定委員会の下部組織として、都市計画マスタープラン策定委員会作業部会（以下「策
定作業部会」という｡）を設置する。
２ 策定作業部会は、策定委員会の決定した方針に基づき、都市計画マスタープランの策定に
関する具体的な検討作業を行う。

（策定作業部会の組織）
第６条 作業部会は、部会長及び部会長をもって組織する。
２ 部会長は企画課長をもって充てる。
３ 部会員は、部会長が指名する職員をもって充てる。

（庶 務）
第７条 策定委員会の庶務は、企画課において行う。
（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に
定める。
附 則 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

別表第1（第3条関係）

教育長 総務課長 建設課長 農林課長 環境課長 福祉課長 住宅課長 水道課長



②つるぎ町都市計画審議会条例
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、つるぎ町都市計画
審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、都市計画法によりその権限に属させられた事項及び町長の諮問に応じ都市
計画に関する事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会を組織する委員は、学識経験のある者及び議会の議員につき、町長が任命する。
2 町長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関若しくは県の職員又は町の住民のうちか
ら、審議会を組織する委員を任命することができる。
3 前2項の規定により任命する委員の数は、10人以内とする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査させるために必要があるときは、臨時委員若干人を置く
ことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことが
できる。
3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。
4 臨時委員及び専門委員は、当該事項に関する調査審議が終了したときは解任されるものと
する。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙
により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開
くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可
否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

都市計画審議会委員名簿

区分 職名 氏名 区分 職名 氏名

つるぎ町商工会会長 阿佐 哲也 つるぎ町連合婦人会会長 荒井 匡代

つるぎ町農業委員会会長 岡 文夫
美馬西部交通安全協会
貞光分会副会長

森長 秀行

美馬西部消防団長 東出 忠 つるぎ町文化協会会長 藤井 勝子

元高等学校校長 大塩 邦光 つるぎ町議会議長 小坂 重夫

町議会産業建設常任委員長 長浦 英彰

町議会の議員

つるぎ町の住民

学識経験者







【あ行】
アクセス
近接、近づくこと、又はそのための手段。

アクセス道路とは、目的地へ行くための道

路、アクセス性は、近づきやすさを意味し

ます。

アイデンティティー
広義には「同一性」「個性」「国・民族・

組織などある特定集団への帰属意識」「特定

のある人・ものであること」などの意味で

用いられます。

イノベーション
既存のモノや仕組みに対して全く新しい

技術や考え方を取り入れて、新たな価値を

生み出し社会的に大きな変化を起こすこと

です。

インストラクター
学校ではなく、一般的な「習い事」にお

ける先生を言います。

オープンスペース
都市または敷地内で、建造物の建っていな

い場所、空き地のことです。

【か行】
開発許可
市街化区域及び市街化調整区域に開する

都市計画が定められた都市計画区域内で開

発行為を行おうとする者は、あらかじめ県

知事の許可を受けなければなりません。（都

市計画法第29条第１項）この許可に係わる

一連の手続きを開発許可制度といいます。

開発許可制度は開発行為に一定の水準を確

保させるとともに、市街化調整区域におい

ては開発行為を抑制し地域の市街化を抑え

ることを目的としています。

なお、開発行為とは、主として建築物の

建築または特定工作物の建設を目的とする

土地の区画形質の変更をいいます。

河岸段丘
段丘とは、河川の中・下流域において、

浸食作用によって流れの方向に沿って形成

された階段状の地形のことで、平坦な部分

を段丘面、急な斜面となっている部分を段

丘崖と言います。

合併浄化槽
し尿及び生活雑排水を沈でん分離あるい

は微生物の作用による腐敗または酸化分解

等の方法によって処理し、それを消毒し、

放流する施設を言います。

環境配慮型の企業
二酸化炭素や廃棄物の排出の削減・リサ

イクルおよび節水、省エネルギーなどの取

組み、使用禁止物質や規制化学物質が含ま

れた材料を「買わない・使わない」を調達

の基本とする取組み（グリーン調達）など、

環境配慮型の経営を行う企業のことを指し

ます。

区域区分
都市を「市街化区域」と「市街化調整区

域」に分ける制度のことをいいます。

市街化区域は、既に市街地が形成されて

いる区域と、優先的に計画的な市街化を図

っていく区域で、道路、公園、下水道等を

積極的に整備していく区域です。

市街化調整区域は、原則として市街化を

抑制する区域で、農地や自然環境の保全等

のための区域です。

都市計画区域について無秩序な市街化を

防止し、計画的な市街化を図るため必要に

応じて定める「線引き」ですが、本町には

設定されていません。



景観法
「景観」そのものの整備・保全を目的と

するわが国で初めての総合的な法律として、

平成17年６月に全面施行されています。

具体的には、都市、長山漁村等における

良好な景観の形成を図るため、良好な景観

の形成に関する基本理念及び国・地方公共

団体・住民等の責務を定めるとともに、景

観計画の策定、景観計画区域、景観地区等

における良好な景観の形成のための規制、

景観整備機構による支援等所要の推薦を講

ずるものとされています。

・景観行政団体：景観法に基づく施策の実

行主体となる地方公共団体で、政令市、中

核都市及び県が該当します。その他の市町

村は、あらかじめ県の同意を得て、景観行

政団体となることができます。

・景観計画：景観行政団体は､地域の特性に

ふさわしい良好な景観を形成する区域につ

いて、景観計画を定めることができます。

景 観
けしき。特に、すぐれたけしき。

ここでは、その地域の風土、歴史、活

動等が風景として映し出されているものを

いいます。

限界自治体
65歳以上の高齢者が人口の50パーセント

を 超え、税収入の低下と高齢者医療、高齢

者福祉の負担増で財政の維持が困難になっ

た 自治体をさします

建ぺい率
建築物の敷地面積に対する建築面積の割

合。

公共下水道
公共下水道とは、主として市街地におけ

る下水を排除し、または処理するために地

方公共団体が管理する下水道で、終末処理

場を有するもの、または流域下水道に接続

するものであり、かつ、汚水を排除すべき

排水施設の相当部分が暗渠である構造のも

のを言います。

コミュニケーションツール
意志や情報を伝達するための道具のこと

です。

コミュニティ
共同体という意味の英語で、一般的に、

地域社会やある共通の意識によりつながっ

ている集団といった意味で使われます。

コミュニティビジネス
市民が主体となって、地域が抱える課題

をビジネスの手法により解決し、またコミ

ュニティの再生を通じて、その活動の利益

を地域に還元するという事業のことの総称

です。

コミュニティバス
コミュニティバスには様々な形態があり

ますが、ここでは、「地域内の交通不便者の

円滑な移動手段の確保と利便性向上等のた

めに市町村等が主体となって積極的に運行シ

ステムの構築・維持に関わっているバス運行

サービス」をいいます。

コンパクト
小形で中身が充実している、まとまりが

あるということを意味しています。



コンパクトな市街地
コンパクトな市街地形成は、人口の増加

が予想できない中、都市の拡大を進めるの

ではなく、現在ある市街地の土地を有効に

利用しながら、道路や住宅地、下水道、様

々な人が集まる施設を効率よく整備し、人

口規模にあった市街地を持続していこうと

いうものです。

【さ行】
市街化区域
既に市街地となっている区域と、優先的

に計画的な市街化を因っていく区域として、

道路、公園、下水道等を積極的に整備して

いく区域です。一定規模を超える宅地造成

は開発許可を取らなければなりません。な

お、つるぎ町は、非線引き区域であり市街

化区域は定められていません。

市街化調整区域
市街化を抑制する区域として、農地や自

然環境の保全等を図るための区域です。農

林漁薬用の建築物や、一定の基準に合った

計画的な回発（宅地造成）の他は、原則と

して開発行為は許可されません。つるぎ町

は、非線引き区域であり市街化調整区域は

定められていません。

少子・高齢化
出生率の低下や平均寿命の伸長を原因と

して､人口に占める子供の割合が減り、同時

に高齢者の割合が増えることをいいます。

一般に少子・高齢化が進行すると、労働

人口の減少､活力の低下､消費の停滞、社会

保障における現役世代の負担増を招くとさ

れており、市町村においても保健・医療・

福祉に係る財政需要の一層の増大が見込ま

れるため、質の商いサービスを効率的かつ

安定的に提供できる体制づくりが求められ

ます。

シルバー人材センター
高年齢者が働くことを通じて生きがいを

得ると共に、地域社会の活性化に貢献する

組織です。

センターは、原則として市（区）町村単

位に置かれており、基本的に都道府県知事

の許可を受けた社団法人で、それぞれが独

立した運営をしています。

親水空間
川やため池などで、水辺に近づき、水遊

びや水生植物や生き物の観察など、水と触

れ合い、水に親しむことができるように整

備をした場所のことです。

セットバック
ある基準の線よりも後退して建築物を建

てることです。

壁面線の指定による建築物の壁面の位置の

後退、建築基準法第42条第2項道路（みなし

道路）の後退などがあります。

青年就農給付金制度
青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を

図るため、就農前の研修期間（2年以内）及

び経営が不安定な就農直後（5年以内）の所

得を確保する給付金を給付します。

線引き制度
都市の健全な発展と計画的な整備を図る

ため、都市計画区域を市街化区域（市街化

を促進する地域）と市街化調整区域（開発

を抑制する地域）に区分し、市街地を計画

的に整備する制度です。

つるぎ町は、区域を設定しておらず非線

引きとなっています。



【た行】
中核的農家
認定農業者、基本構想水準達成者など、

農業の中核を担っている農家を指します。

認定農業者とは、「農業経営基盤強化促進法」

第12条第1項の認定を受けた者、基本構想水

準達成者とは、所得等が県や市町村が策定

する「農業経営基盤の強化の促進に関する

基本的な構想」の目標水準に達している者

のことを言います。

超高齢社会
65歳以上の人口比率が21％を超えた社会

と定義されています。

なお、高齢化社会とは、65歳以上の人ロ

比率が７％を超えた社会をいい、同人口比

率が14％を超える社会を高齢社会と定義さ

れています。

地域地区
都市計画法に基づく都市計画の種類のひ

とつです。都市計画区域内の土地をその利

用目的によって区分し、建築物などについ

ての必要な制限をかけることにより、地域

または地区を単位として一体的かつ合理的

な土地利用を実現しようとするものです。

地上デジタル放送
陸上のデジタル方式の放送局から配信さ

れるテレビ放送のことです。「地デジ」と略

されています。通信衛星を使ったBSやCS放

送に対して、地上波を使うため「地上」と

付けて区別しています。当初は、「地上波デ

ジタル放送」でしたが、2002年から地上デ

ジタル放送に変更されました。視聴するに

は、UHFアンテナと、地上デジタル放送に対

応したテレビやデジタルチューナーなどが

必要です。

日本では、従来のアナログ放送は2011年7

月に終了し、以降は地上デジタル放送にな

る。地上デジタル放送では、デジタルハイビ

ジョンで放送され、電波障害による音質の

劣化がなく、従来のアナログ放送に比べて

高画質・高音質なのが特徴です。

また、電子番組ガイド（EPG）の番組表や

番組情報の利用、インターネット回線との

接続により、視聴者参加型番組のアンケー

トやクイズに参加できるといった、双方向

サービスが提供されています。

東南海・南海地震
紀伊半島や四国の沖合で発生する海溝型

の大地震。駿河湾から九州にかけての太平

洋沿岸では、海側のフィリピン海プレート

が陸側のユーラシアプレートの下にもぐり

込んでおり、両プレートの境界面を断層面

とする大地震が90～150年おきに発生してい

ます。1944年には昭和の東南海地震、46年

に昭和の南海地震が発生し、それから50年

以上が経過したため、早ければ今世紀前半

にも発生する可能性が懸念されています。

地震規模はマグニチュード8クラス。

都市計画区域
都道府県知事が指定し、計画的に街づく

りを行なう区域を「都市計画区域」といい

ます。市またはこれに準じる町村の市街地

を含み、自然的、社会的条件、人口、土地

利用などの観点から、一体の都市として総

合的に整備、開発、保全する必要があると

して指定されます。

都市計画区域に指定されると、必要に応

じた区域区分、さまざまな都市計画の決定、

都市施設の整備事業や市街地開発事業が施

行されます。さらに、一定以上の規模の土

地については、開発許可制度が施行される

ため、自由な土地造成等が制限されます。

都市計画区域の区域区分には、既に市街

地を形成しているか、または概ね10年以内



に優先的かつ計画的に市街化を図るべき「市

街化区域」、市街化を抑制すべき「市街化調

整区域」、どちらにも定められていない「未

線引き区域」があります。

またA都市計画区域外ですが、無秩序な開

発を防止するために、都市計画区域とほぼ

同様の規制をかけることを目的とした「準

都市計画区域」があります。

都市計画事業
都市計画事業とは、都市計画法の認可を

受けて行われる都市計画施設の整備事業お

よび市街地開発事業（都市計画法第4条第15

項）で、原則として、県知事の認可を受け

て施行する事業です。

都市化社会
都市部への人口流入と市街地の拡大が急

速におこる現象をいいます。そのために秩

序ある市街地の形成や最低限の居住水準の

確保が必要となってきます。

都市型社会
人口流入と市街地の拡大が沈静化し、都

市規模が比較的安定的に吸う良いする社会

をいいます。外的な要因として、環境問題、

少子高齢化、安定経済といった社会環境変

化も加わり、既成市街地のリニューアルと

郊外部の秩序ある土地利用の維持といった

問題が大きくクローズアップされます。

都市施設
都市における生活や都市機能を維持して

いくために必要な施設を言います。

都市計画法においては、道路等の交通施設、

公園等の公共空地、水道・下水道等の供給

・処理施設、教育文化施設、医療・社会福

祉施設等に限定しています。（都市計画法第

11条）

ドメスティック・バイオレンス
同居関係にある配偶者や内縁関係の間で起

こる家庭内暴力のことです。近年ではDVの

概念は同居の有無を問わず、元夫婦や恋人

など近親者間に起こる暴力全般を指す場合

もあります。

トレンド推計
過去の経年データから傾向線式（回帰）

を算出し、これに将来年次を入れて推測す

る方法。

【な行】
ニーズ
「必要」、「要求」、「需要」などを意味す

る英語です。「住民が求めているものやこと」

を指しています。

ネットワーク
網目状の組織、または、それを使って相

互に結びつけるという意味で、道路網のこ

とを指しています。放送やコンピュータな

どの情報通信網という意味でも使われます。

農業振興地域
一体的に農業の振興が必要である地域に

ついて、土地の自然的条件およびその利用

の動向からみて、農用地等として利用すべ

き相当規模の土地があり、農業経営に関す

る基本的条件の現況および将来の見通しに

照らし、農業経営の近代化が

図られる見込みが確実であることなどの要

件を備えるものについて都道府県知事

が指定する地域（農業振興地域の整備に関

する法律第8条第1・2項）のことを言い

ます。「農振地域」と略称されます。



農地の流動化
経営規模の拡大を考えるなど営農意欲の

高い農業者が農地を借りたり買ったりしや

すくすること、およびそのための制度を指

します。具体的には、農業経営基盤強化促

進法に基づき、期限を定めて「利用権」を

設定する（農地法の許可が不要）、貸し手農

家への助成金を交付するなどの仕組みがあ

ります。

【は行】
パワースポット
霊的な力が満ちているとされる場所と言

われています。

バリアフリー
高齢者、障がい者など誰もが社会生活を

していく上で、障壁（バリア）となるもの

を取り除くことです。段差などの物理的バ

リアの除去だけではなく、社会参加を困難

にしている社会的、制度的、心理的なバリ

アを除去していくことなど、広い意味で用

いられることもあります。

ブレインストーミング
数名毎のチーム内で1つのテーマに対し、

お互いに意見を出し合う事で沢山のアイディ

アを生産し問題の解決に結び付ける創造性

開発技法の事をいいます。

フォローアップ
ある事柄を徹底させるために、あとあとま

でよく面倒をみたり、追跡調査をしたりす

る場合に使います。

保健休養林
森林は土砂流出防止をはじめ、多くの機

能があるとされています。この中のひとつ

である保健休養機能は、ほかとは少し違っ

た性質があります。

保健休養機能は、森林浴やハイキングな

どの森林レクリエーションをすることによっ

て、安らぎを得たり、心身の緊張をほぐし

たりする効果をいいます。この機能が発揮

されるには、森林からの恩恵を受ける人の

存在が不可欠です。言い換えれば、人が居

て初めて発揮される機能です。

【ま行】
マスタープラン
様々な施策等を展開する際の基本となる

計画のことです。

無作為抽出
任意抽出，またはランダム･サンプリング

ともいわれます。無作為抽出とは，調査の

対象となる集団の構成要素の一つ一つを標

本としてとり出すか否かを一定の確率法則

に従う手段で決めることをいいます。実際

の抽出に当たっては乱数表などを利用して

標本の無作為化が図られます。

【や行】
ユニバーサルデザイン
年齢や能力に関わらず、全ての人々が利

用可能であるように、製品・建物・空間を

デザインすること。

容積率
建築物の敷地面積に対する延べ床面積の

割合。



用途地域
都市計画法に基づく地域地区のひとつで

す。市街地の環境整備、都市機能の維持増

進を目的とした土地の合理的利用を図るた

め、建築物の用途、容積率、建ぺい率およ

び各種の高さについて制限を行うものです。

住居系、商業系、工業系に分かれ、12種類

の用途地域があります。（都市計画法第8条）

【ら行】
ライフスタイル
衣食住等の生活様式から仕事への取組み

方、住まい方や社会との関わり方などを含

めた、広い意味での「暮らし方」、「生き方」

のことです。

ライフライン
生活・生命を維持するための水道・電気

・ガス・通信等のネットワークーシス テ

ム。災害などの際、これらの機能の停止は、

住民生活に大きな支障となります。

リフォーム
建物を改築することです。壁紙を替える程

度のものから間取りを変更するような大規

模なものまであります。

ループ化
道路や通信基盤を環状に接続することによ

り、災害等に避難的措置が可能となる手法

です。

【わ行】
ワークショップ
集団で計画案づくりや設計案づくりなど

を行うのに適していると考えられている住

民参加手法のひとつです。グループ討議な

どを重ねて行い、参加者の発想を引き出し

たり、意見を集約させながら計画をまとめ

たりする方法です。
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