
松阪市都市計画マスタープラン・松阪市立地適正化計画 

策定体制及び策定経緯 

 

【策定体制について】 

①都市計画審議会（松阪市都市計画審議会） 

目的：計画内容の報告、又専門的な意見、地域の意見を聴取します。 

構成：学識経験者・市議会議員・住民代表（１６名） 

 

②策定推進アドバイザー（松阪市都市計画マスタープラン等策定推進アドバイザー） 

目的：都市計画マスタープランの見直し及び立地適正化計画の作成するにあたり、策定に

係る助言を行います。 

構成：学識経験者（６名） 

 

③庁内検討委員会（松阪市都市計画マスタープラン等庁内検討委員会）  

目的：都市計画マスタープランの見直し及び立地適正化計画を作成するにあたり、都市計

画審議会からの意見聴取、策定アドバイザー会議の意見を受けて、計画内容の総合的

な調整、検討等を行います。 

  構成：副市長、関係する部局長（８名） 

 

④庁内作業部会（松阪市都市計画マスタープラン等庁内作業部会） 

  目的：都市計画マスタープランの見直し及び立地適正化計画の作成にあたり、各課の調整、

計画の検討を行います。 

  構成：庁内関係課長（３５名） 
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【策定経緯について】 

松阪市会議 

事 項 日 程 内 容 

平成２９年度 

建設水道委員会協議会 

平成 30年 3月 16日 松阪市都市計画マスタープラン・立地適正

化計画策定業務の中間報告について 

平成３０年度 

建設水道委員会協議会 

平成 30年 11月 27日 松阪市都市計画マスタープラン（中間見直

し）及び松阪市立地適正化計画【素案】に

ついて 

 

松阪市都市計画審議会 

事 項 日 程 内 容 

平成２８年度第１回 

松阪市都市計画審議会 

平成 29年 3月 10日 ・松阪市都市計画マスタープランの見直

し及び立地適正化計画の作成について

（報告） 

平成２９年度第１回 

松阪市都市計画審議会 

平成 29年 12月 21日 ・松阪市都市計画マスタープラン・立地

適正化計画の中間報告 

 

平成３０年度第１回 

松阪市都市計画審議会 

平成 31年 2月 6日 ・松阪市都市計画マスタープラン（案） 

・松阪市立地適正化計画（案） 

 

 

松阪市都市計画マスタープラン等策定推進アドバイザー会議等 

事 項 日 程 内 容 

アドバイザー会議 平成 30年 11月 5日 ・松阪市立地適正化計画【素案】について 

・松阪市都市計画マスタープラン 

（全体構想）【素案】について 

・松阪市都市計画マスタープラン 

（地域別構想）【素案】について 

アドバイザー協議 随時（延べ 25回） アドバイザーから助言をもらう 

 

シンポジューム 

事 項 日 程 内 容 

～「まとまる」「つながる」

まちと公共交通を市民みん

なでつくるために～ 

平成 29年 12月 3日 グループディスカッション 

テーマ：「松阪市を住みやすいまちとする

には、どういったことが必要か」 

 

 



意見募集 

事 項 日 程 内 容 

松阪市都市計画マスタープ

ラン【素案】、松阪市立地適

正化計画【素案】に対する意

見募集 

平成 30年 11月 27日 

～ 

平成 31年 12月 26日 

松阪市都市計画マスタープラン（全体

構想・地域別構想）【素案】、松阪市立地

適正化計画【素案】に対する意見募集 

 

意見交換会 

事 項 日  程 内 容 

飯南・飯高地域意見交換会 

（飯高地域振興局） 

平成 30年 12月 8日 ・松阪市都市計画マスタープラン 

（全体構想）【素案】について 

・松阪市都市計画マスタープラン 

（地域別構想）【素案】について 

・松阪市立地適正化計画【素案】につい

て 

本庁管内意見交換会 

（松阪市産業振興センター） 

平成 30年 12月 15日 

嬉野・三雲地域意見交換会 

（嬉野生涯学習センター） 

平成 30年 12月 16日 

 

関係機関協議（広域調整） 

事 項 日 程 内 容 

三重県関係機関協議 平成 30年 10月 15日 

～ 

平成 30年 11月 9日 

・松阪市都市計画マスタープラン 

（全体構想）【素案】について 

・松阪市都市計画マスタープラン 

（地域別構想）【素案】について 

・松阪市立地適正化計画【素案】について 

 

松阪市都市計画マスタープラン等庁内検討委員会 

事 項 日 程 内 容 

第 1回庁内検討委員会 平成 29年 5月 24日 

 

・都市計画マスタープラン及び立地適

正化計画作成の取組について 

・今後の進め方について 

第 2回庁内検討委員会 平成 29年 8月 14日 ・将来フレーム・都市づくりのテーマ

と基本的な方向、地域区分の検討につ

いて 

・居住誘導区域の設定、都市機能誘導

区域の設定、都市づくりの方向性とス

トーリーについて 

 

 



第 3回庁内検討委員会 平成 29年 10月 24日 ・都市づくりの課題の確認について 

・将来フレームの検討について 

・立地適正化計画におけるまちづくり

の方針と主な政策・誘導方針について 

第 4回庁内検討委員会 平成 30年 3月 9日 ・都市計画マスタープラン見直しの進

捗状況及び確認事項について 

・立地適正化計画作成の進捗状況及び

確認事項について 

第 5回庁内検討委員会 平成 30年 9月 27日 ・都市づくりの課題の確認について 

・フレームの検討について 

・立地適正化計画まちづくりの方針、

主な施策・誘導方針について 

第 6回庁内検討委員会 平成 31年 1月 15日 ・立地適正化計画 

・都市マス（全体構想・地域別構想） 

 

松阪市都市計画マスタープラン等庁内作業部会 

事 項 日 程 内 容 

第 1回庁内作業部会 平成 29年 2月 1日 

 

・都市計画マスタープラン及び立地適

正化計画作成業務の取組について 

第 2回庁内作業部会 平成 29年 3月 22日 

 

・各課ヒアリングの結果報告 

・まちづくりの課題の整理（案） 

第 3回庁内作業部会 平成 29年 5月 17日 

 

・松阪市都市計画マスタープラン及び

立地適正化計画策定業務の取組みにつ

いて 

・都市づくりの主要課題と計画への反

映方法について 

第 4回庁内作業部会 平成 29年 7月 20日 

 

都市づくりのテーマと都市づくりの基

本的な方向について（ワークショップ

形式） 

第 5回庁内作業部会 平成 29年 9月 5日 

 

・第 2 回庁内検討委員会の意見結果に

ついて 

・都市計画マスタープラン・立地適正

化計画の検討事項について 

第 6回庁内作業部会 平成 29年 11月 9日 

 

・都市づくりの課題確認 

・将来フレームの確認 

・立地適正化計画における検討 

 



第 7回庁内作業部会 平成 30年 2月 1日 

 

・都市計画マスタープラン見直しの進

捗状況及び確認事項について 

・立地適正化計画の進捗状況について 

第 8回庁内作業部会 平成 30年 4月 20日 

 

都市計画マスタープラン及び立地適正

化計画について各班に分かれての協

議、関連事業の確認 

第 9回庁内作業部会 平成 30年 8月 30日 

 

都市計画マスタープラン計画（全体構

想）（案）、（地域別構想）、立地適正化計

画（案）の確認について 

第 10回庁内作業部会 平成 31年 1月 10日 

 

・策定推進アドバイザー会議などの結

果報告 

・意見募集について 

・意見交換会の結果報告について 

 


